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緒日

ロボットトラクタの開発

松尾陽ブ介「ド*行本 修

2加01叩O一-7一寸1 受理

*基礎技術研究部(現:評価試験部)

料基礎技術研究部(現: -食品産業技術総合研究機構

料ネ基礎技術研究部(現:闘芸工学研究部)

料料北梅道大学

抄録

ロボットトラクタ(以下，ロボット)は，市販トラクタの各部を自動制御できるように改造したロ

ボット車両と，自動追尾型測量装誼を用いてロボットの位壁情報や方位情報を検出・出力する航法シ

ステム XNAV，および経路計画やロボット箪両の制御を行う作業ソフトを読み込んだコントローラにより主に

構成される。ロボッ!、は，填行の有人運転作業と間程度の作業能率，作業精度で矩形ほ場のロータジ耕作

業を無人で、行う性能を有している。ロボットの適応性拡大や効率的な利活用方法の研究として，ロー

タリ耕作業とは異なる経路による作業や播議作業，代かき作業を行える#業ソフトの開発，及びロボ

ット作業と有人運転作業を同時並行で行う 2台同時作業法の提案を行い，ほ場作業試験によりそれら

の開発ソフトの性能や作業法の効果等を確認した。 2台関時作業法は，オペレータ 1人で従来型トラ

クタによる憤行作業の約1.8倍の能率でほ場作業が行え，ロボットを有効かっ安全に活用する作業法

と評価できた。開発したロボットの性能は，慣行の有人運転咋業と問題度の作業能率，作業精度で各

議の農作業が行えることを確認し，省力効果や取扱い'1全，信頼性，作業安全の点についても実用利用

できるレベルに近いものとすることができた。

我が国の農業は耕地面積の減少や農業者の減少と

る。さらに，ほ場で稼働するロボットには，無人運転・

作業のために散得する航法情報(位置情報)を，土壌や

作物などの情報とリンクさせて精密農業を可能にすると

いう利点、もある。

化，安倍な輸入農産物の増加と食料自給率の低迷など多

くの課題を抱えている。これらの農業をとりまく 4情勢に

対応し，課題を解決するためには，これまで、以上に省力，

低コストで¥安全かっ高品質な農産物を安定的に生産す

ることが求められる。日本農業においては，この「これ

まで以上に省力，低コストで，安全かっ高品賞な農産物

を安定的に生産するj ことに農業機械がどこまで貢献で

きるかが，その成否を左右すると言っても過言ではない。

一方で，世界的なエネルギ開題や環境問題から，

物の高品質化や安定生産は，高罵力の農業機械や多量の

農薬・化学日記料の投入によるのではなく，省力的かつ高

精震に防除や肥培管理が行える農業機械の開発ー導入に

よって達成することが求められている。そのニーズに応

え得る農業機械のひとつの姿が「農業ロボット」であり，

超省力化と有人作業を超える作業の高精度化が期待され

本研究は人間に代わって農作業を行う「農業ロボットJ

の研究・開発を目標としており，具体的な研究・開発対

象は，農用車両の中で、最も適用作業や使用頻度が高い乗

用トラクタの運転を無人イヒし，各種のトラクタ作業を無

人で行えるロボットトラクタを開発することである。

本報告は，農業機械化研究所研究報告第 32号「耕うん

作業を行う自捧移動ロボットに関する研:究J(平成 13

9丹発行，以下「前報J)の続報として，前報で報告した

ロボットの適応性や手Ij活吊方法などの拡大，展開を図っ

た研究の報告である。適応性等の拡大，展開の方法や結

果を分かり易くするために，ベースとなる前報の内容や

結果，本報でも適用した試験方法については，第2

3主主， 5章に重譲して述べていることを申し添える。
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第 1章 序論

1. 1 研究の背景…回本農業の現状と課題

人間に代わり農作業を行う「農業ロボットj が求めら

れる背景には， 日本農業の現状と課題がある。

今日の農業は，世界的に見れば，増大する人口に対し

て供給不足の傾向にある中で，地対な星暖化や異常気象，

農地の荒読といった地球規模の環境問題に対応して，農

業生産に伴う環境負荷の低減が求められている。

日本の農業は，耕地面積の減少や農業従事者の減

少と高齢化，安{耐な輸入農産物の増加と食料自給率の低

迷など多くの課題を抱えている(表 1-1) 10) 

このような厳しい4情勢，課題に対応するために， 1999 

年に日本政府は f食料・農業・農村基本法Jを制定し自に

(i)食料の安定供給確保と食料自給率の向上のため

の効率的・安定的経営として，大規模経営が農業生

産の相当部分を控う農業構造の確立

( ii )農業の多面的機能発揮のための，国土保全，水源

かん養，環境保全などの機能重視

( iii)農業の持続的な発展のための，農業の自然循環機

能の維持，増進

(iv)農村の振興のための，上記(i )'"'-'( iii)を実行しうる

地域の環境整備

などの方向性が基本理念として示された。

この 1999年制定の基本法の下，瓶ね5年ごとに情勢の

変化に対応した基本計画 f食料・農業・農村基本計画j

1-1 

自 1960年頃

農業総産出額 兆円 1.9 

農産物輸入額 t意S 9 
吋 田 山田町品目崎日

耕地面積 万ha 607 

内，水間 万ha 338 

普通畑 万ha 269 
一、町 目“唱a晶司 目““'“酔唱 酔酔町屯町 目‘'‘咽 '“‘"‘'‘' '“酔目‘.町目‘.‘目 ・曹司・晶晶、，一町F町F 白・ ‘"‘ 

農業就業人口 万人 1454 

内部歳以上の比率 % 
回目晶回目 白唱' 町 田片田川町吋 回目‘ 町九日田川回目 園 内 吋 吋 い “ 町 伊

熱量供給自 % 73 

穀物供給自給率 % 62 

の見宜し・策定が行われ， 2010年 3月に出された基本計

密では，

( i )食料の安定供給の確保に関して， 2020年に食料自

給率を熱量ベースで 50%に向上，食の f品賞j r安

全・安心j といった消費者ニーズ、に適った生産体制

への転換，生産から消費までにおける rGAPj等の取

組み

(註)農業の持続的な発展に関して，偲別所得補償制度

の導入，多様な用途・需要に対J;むした生産拡大の取

組みの推進，改正農地制度に基づく農地の確保(現

状 461万haの維持)と有効利用，

( iii)農村の振興に関して， r農業・農村の6次産業化j

による地域ビジネスの展需と新業態の創出，都市農

業の振興と農村コミュニティの維持・再生，中山間

地域直接支払制度の検討禁止!漁村活性化ビジョン

の策定，

などの重点的施策や自擦が示された 9)

これらの「食料の安定供給と自給率の向上j，r食の安

と消費者二一ズへの対応j，r農業の持続的発展j，r農

村の振興j といった目標を達成するためには，安全で高

品質な農産物を安定的に生産することが求められている。

そして，その生産はこれまで以上に省力，低コスト，省

資椋の下で、実現することが求められており，農業機械が

果たす役割が非常に大きいと言言える。

日本農業の状況

1975 2004年 2008年

9.1 11.5 9.1 8.7 8.5 

97 260 358 396 544 
‘"晶晶晶晶a‘“可‘晶、曹、，可‘可 目“““4 目‘'“"‘‘4 与、白‘

557 524 483 471 463 

317 288 264 257 252 

240 236 219 214 211 
a目‘'‘ '一・‘町F唱、曹司 目‘.‘・. “T‘ 可 '“‘4目‘'‘，、白‘目“"可，

791 389 362 299 

14 53 57 60 
曹司・・ ‘ 町 回目'四 回目晶 a回目晶

54 40 40 41 

40 30 27 28 28 

※農林水産省:農林水産基本データ集 (2010)などから。
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1. 1. 1 農業機械化の進展と役割

これまでの日本農業において，農業機械が果たしてき

た役割が大きいことはいうまでもない。日本農業におけ

る農業機械の発達の様子を表 1-2に示すH)お

動力を持つ本格的な農業機械が普及するのは昭和 30

年代に入ってからである。歩行型トラクタや動力脱穀機，

稲を刈取り束ねていくパインダなどが昭和 40年代にか

けて導入され，農機具や議力に頼ってし、た昭和 20年代ま

での農業に比べ，作業能率が飛躍的に向上した。その後，

50年代からは，より高馬力化が可能な乗舟トラクタや自

脱コンパインが導入され，昭和 60年墳には機械化の進展

は一応の完成を見るO

昭和 60年代からは，既存機械の自動化や高速化，汎用

化，そして'1夫適化の時代に入札現在もこの流れの中に

ある。昭和 30年代から 60年頃まで、の機械化の進展はめ

ざましく，機械化により農作業の能率は飛韓的に向上し

てきた。昭和 20年頃に 200時間/lOaを越えていた稲作

における単位労働時間は，昭和 40年代には 100時間/lOa

を切るまでになり， 60年頃には 50時間/10aにまで短縮

された。

農業機械は農作業の高能率化を可能にし，このことに

より適期作業が可能となり，単位面積当たりの収量の増

加をもたらした。また，昭和 50年代からの農業機械の高

馬力化や60年代からの自動化，高速化， t凡用化は，

面積の拡大や作業精度の向上を可能にL，

の労働負担の軽減をもたらした。

このように， 日本農業における農業機械の果たす役割

は，①高能率化による投下労働の削減，②機械利用によ

る労働負担の軽減，③広い負担面積による生産コストの

低減，④適期作業による収量の向上，⑤高い作業精度に

よる品質の向上などであり，当然のことながら，現主，

そして今後も，農業機械は臼本農業には欠くことのでき

ないものである。

1. 1. 2 今後の農業機械に求められる要件

前項で述べたように農君主機械が果たすべき役割は大き

し農業従事者の減少や高齢化，食料自給率の低迷など

日本農業が抱える諜題を解決するために，どのよう

業機械を活用すべきか，どのような農業機械を開発すべ

きかを考える必、要がある。

これからの日本農業において，農業機械に求められる

要件を挙げると以下のようになろう。

( i )さらなる省力化，低コスト化につながる機械の汎

用化， 自動化， ロボットイヒ

(註)安全で高品質な農産物を生産するための律業の高

精度化

表 1-2 日本農業におけるほ場用農業機械の発達

年代 | 変化の様子 | 具体併

昭 20(1 945)年~I入力・富力・風力・水力 |人力脱穀機，

農機具時代

時 30(1 955)年~I動力利用機械 iエンジン・竜動機の利男，歩行型トラクタ，

動力化時代 i 機械化の幕開け i動力脱穀機，動力ポンプ・

昭 40(1 965)年~I歩行型を基幹とした機械化 i歩行翠トラクタ，パインタ，

一斉作業の機械化進展 i背負い型防除機・・・

昭 50(1 975)年~I乗用型を基幹とした機械化 !乗用トラクタ，

乗用型農機時代 i高馬力ヲ高能率化 i自脱コンパイン・

昭 60(1 985)年~I作業機の自動化，高速化トラクタ作業機・コンパイン等の高度自動制調，

複合化農機時代 i汎用化，快適化 i高速田植機，汎用コンパイン，ラジコン・・・

07(1995)年~I乗らない機械，軽労化 !ケープツレ誘導防除機，接木ロボット，搾乳ロボッ

半無人農機時代| ロボット化機械 iト，半自動収穫ロボット・・・人と機械の協龍

平 17(2005)年~I精密農業用機械，情報化機械J可変施肥機，収量コンパイン，
情報化機械時代| 運転・作業アシスト機械 |農作業ナピゲータ，運転・作業アシスト

2020~ (?)農業ロボット作業体系 |果菜類選択収穫・摘果・誘引等汎用ロボット，

ロボット時代 | 選択的作業機械化，群管理|複数台ロボット車両による協調作業・・・
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(出)安全な農産物を安定的に生産し，環境への負帯を

低減する精密農業を行える機械の開発

これらの要件に対応する機械の活用，開発のための戦

略，方法については，かつて製造業分野で、は，メカトロ

ニクスやロボット技術などの新技術を導入して柔軟な生

産体制を確立し，高品質な製品を省力的に低コストで製

造，提供することに成功している。農業分野でも新技術

を積極的に導入することにより， (i)の要件に対して，

I台で多くの作業ができる汎用化や，自動化，ロボット

化を推進し，生産のさらなる省力化や低コスト化を閣る

ことが期待される。また，新技術の導入・適用により農

業機械作業の高精度化が進めば，より一層安全で高品質

な農産物生産が可能となり， (社)の要件に対応すること

が可能になると考えられる。

( iii)の要件に対応する精密農業の考え方は古くからあ

ったが，それを実践するよでポイントとなる位置情報の

取得が，全地球測位システム (GlobalPositioning Sy叫 em，

以下 rGPSJ)の普及により簡便，高精度に行えるように

なってから注目されるようになった。精密農業を農業現

場で実践するためには，位置情報と土壌や作物の状態d情

報を取得できる機能，装置を有する精密j襲業用機械が必

要である。

1. 1. 3 農業口ボットへの期待

ここまで， 日本農業の現状と課題，農業機械の進展と

役割，そして今後の農業機械に求められる要件について

述べたが，そこから見えてくる今後の農業機械のあるべ

き姿のひとつとして「農業ロボット」が挙げられる。農

ロボットには超省力化と有人作業を超える作業の高精

度化が期待され，ほ場で稼働するロボットでは，ロボッ

トによる無人作業(以下， rロボット作業」という)のた

めの位霞構報を精密農業にも活用できる。

1)農業ロボットの定義と分類

農業ロボットは，工場内の製造ラインで稼働している

溶接ロボットや組立てロボットなどと同じ範時の産業用

ロボットということができるが，まだ研究・開発段階の

ものが多いため， jISなどの規格の中で明確に定義はなさ

れていない。しかし，農業ロボットは，溶接ロボットな

どの産業用ロボットが「自動制御によるマニピュレーシ

ョン機能または移動機能を持ち，各議の作業をフ。ログラ

ムによって実行で、き，産業に使用される機械」と jISに

定義されていることから， r人聞に代わり農作業をプログ

ラムによって自立的に実行する機械」と定義して差し支

えないであろう。

農業ロボットが人に代わって行う農作業は，①各種の

農業機械を運転・操作する作業と，②簡単な道其や人の

手足を直接使って行う作業であり，より具体的には，①

はトラクタや悶犠機，コンパインなどの従来型機械が農

作業を行う際の運転・操作であり，②は例えば果菜類の

栽培における接木や誘ヲ1，摘花，長期間の選択収穫など

の従来ほとんど入手のみで行われてきた農作業で、ある。

農業ロボットの分類については，これまでに研究・開

発されたロボットをレビューしてみると，上記の対象と

する作業とロボットの形態から，主に①の作業を無人化

した「車両系ロボットJと，②の入手作業を無人で、行う

fマニピュレータ系ロボット」に大きく分けることがで

きる。従来型機械にも，農業施設内などで無人で、使われ

ている定置型の機械・装置は多いが，これらの機械・装

置は告立的情報処理機能を備えておらず，ロボットとい

うより「自動化機械・装賓j と呼ぶのが適当と考える凶)

20) 

車両系ロボットの多くは， トラクタや田植機などの既

存の車両系機械をベースに，その走行部や作業部，運転

操作部を自動制御化するとともに，各部の状態を計測・

モニタできるようにして，ロボット車両システムを構成

している。そのロボット車両にロボット作業を自立的に

行うための航法システムとコントローラ，及びロボット

作業のためのソフトウエアをコントローラに組み込む形

で，車両系ロボットは構成されるのが一般的であるけ 3)i)。

また，車両系ロボットとして，既存の車両系機械に代わ

る新たなロボット車両を製作，構成することも考えられ，

将来的には低コスト化や汎用化といった点で、有望となる

可能性は高い。しかし，現時点で、の開発コストや現状の

栽培様式への対応，作業現場への有人移動といった点を

考えると，まずは，既存の車両系機械をベースとし，有

人運転・作業もできるようにロポット車両を構成する方

が適当と考えられる。

一方，マニピュレータ系ロボットは，作業対象の位置

や状態を検出する視覚センサとコントローラを装備し，



松尾・行本・山本・野口:ロボットトラクタの需発 5 

対象認識や無人作業のためのソフトウエアをコントロー

ラに組み込んで各部を機能させる構成が一般的で，アー

ム部には市販の電動マニピュレータを適用して，いるもの

が多いゆ犯

2)農業2ポットへの期待

農業従事者の減少や高齢化に伴う深刻な入手不足が

予想される今後の日本農業で、は， r人間に代わり農作業を

プログラムによって自立的に実行する機械」である農業

ロボットによる農作業が必要になってくる。

前項での分類における車両系ロボットは，これまで人

の運綜が必要で、あった機械を無人運転化したロボットで

あり，今後の入手不足に対応するロボットである。ロボ

ット作業の能率については，ベースとなる機械の能力に

よるところが大きく，ロボット化によって機械としての

能率向上はあまり期待できない。しかしながら，均一・

均質な作業を長時間変わらずに実施できる点で作業精度

の向上，均質な農産物の安定的生産への貢献が期待でき

ると考えられる。

比較的小型・経量の車両系ロボットを適用して，

時間をかけてゆっくり作業を行うようにすれば，高負荷

作業が減って省エネ作業が行える。また，機械除草を時

間をかけて了寧に行えば，減農薬の安全・安心な農作物

の生産が可能となる。さらに，小型・軽量の車両による

作業はほ場の踏圧が減ることになるので，環境にやさし

い持続的農業を行う上でメリットがある。

マニヒ。ユレータ系ロボットは，従来ほとんど入手のみ

で行われてきた農作業を行うロボットであり，人の集中

力が続かない長時開作業において均一・均質な作業を変

わらず実施できる点や，昼夜を関わず作業対象の状態を

見ながら適正な作業を行える点で，ロボット作業のメリ

ットは大きいと考えられる。

ただい入手による農作業のすべてが行えるロボット

の実現はかなり先のことになると思われ，当面は人との

協調作業を前提に，ロボット作業のメリットを生かすこ

とが重要となろう。園芸や道産では毎日行わなければな

らない作業も多く，その作業を人とロボットが分担し，

短時間の熟練がいる作業は人が行い，長時間の単調作業

はロボットに任せる，などにより現状の農作業の臨難さ

は大幅に改善されることが期待される。

1. 2 車両系口ポットと研究・開発動向

本報告におけるロボットの分類である車両系ロボット

の一般的な構成要素と特徴について，上記1.1. 3項の1)

の内容を補足して述べるとともに，車両系ロボットのこ

れまでの研究開発動向をレビューする 20)21)。

1. 2. 1 車両系口ボットの講成・特徴

車両系ロボットのベースとなる車両系機械にはトラ

クタや田植機，コンパイン，また立毛状態のほ場内で各

種作業を行う乗用管理機や各種畑作物・野菜の収穫機，

・芝の刈取り機，牧草関係の作業機械，果樹園用防除

機であるスピードスプレーヤなどがある。

これらの車両系機械は，総じて，車輪やクローラを足

りとする走行部と各種作業を行う作業部，及び人が運

転，操作を行う運転操作部から構成されている。原動機

にはガソリンエンジン，またはディーゼルエンジンが用

いられ，エンジンによる機械的動力とともに，油圧動力

や電気動力が変換・生成され，各部の駆動に用いられて

し、る。

このような車両系機械の運転無人{I:;，ロボット化には，

走行部と作業部，運転・操作部の自動制御化と各部の状

態の自動計概化，無人作業のための航法システムとその

統法システムからの情報の取得・演算や各部の制御を行

うコントローラの装嬬，及び無人作業を実行するソフト

ウエアの製作・組込みが必要である。

車両系機械の種類により違いはあるが，自動制御化の

対象は次の通りである。走行部と運転操作部に関わる対

象が，操舵機構，主クラッチ，前/後進/停止を切り

えるシャトノレ変速(以下， rシャトル変速J)，主/副変速，

機関回転数など，作業部と運転操作部に係わる対象が，

主クラッチ， PTO (Power Take-off)変速，機関回転数，

作業機昇昨，作業入/切などである。

状態の自動言十部化が必要な対象としては，上記の自動

制御対象の状態と燃料残量や冷却水祖度などが挙げられ

るが，最近の農用車両では既にそれらのセンシング・モ

ニタ機構が備わっている場合が多い。

航法システムは，ロボットが無人走行や無人作業を行

うために必要な装置であり，位置情報などの』靖報 (r航法

情報」と呼ぶ)を取得するためのセンサ cr航法センサj

と呼ぶ)やデータ通信・処理部などから構成される
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である場合や，経路に敷設したレールとレールに沿うガ

イド輪から構成される機構も航法システムということが

できる。ロボットが行う作業や擦鈎するほ場，走行・作

業経路の状況により，ロボット作業に必要な航法情報は

異なり，その航法4倍報を取得するための航法システムも

違ってくる。例えば，走行・作業経路が一定，不変で経

路付近のほ場面に藍接作業を行わない場合は，経路上に

レールや電線などを設置し，その経路に沿って機械が移

動する機構を航法システムとして用いれば良しけ トラ

クタのように複数の作業を行い，作業によって走行・作

業経路が変わる場合は，機械の位置情報を常時，数値と

して取得できる GPSのような航法センサを適用して航

法システムを構成することが適当と考えられる。また，

車両系機械では作業部の位置が走行部の後方や側方に偏

っている場合が多く，機械の傾斜もランダムに発生する

ことがあるので，機械の向きであるヨ一角や傾斜である

ローノレ角， ピッチ角も計測できるセンサを航法センサの

ひとつとして備えることも，無人作業を高精度で行うた

めには必要である。

コントローラについては，車両系機械の各部の自動制

街11ヒと自動許澱化のための情報入出力・通信を主に行う

「計測・制御コントローラj と，無人作業のためのソフ

トウエアを組込んで、実行するとともに，航法センサから

の航法情報を入力・処理，計測・制御コントローラと通

して制御指令の出力や状態d靖報の取得などを行う「メ

インコントローラJから構成されるパターンが多い。計

測・制御コントローラは車両コントローラということも

でき，マイコンベースのものやシーケンサ，ブ3ログラマ

ブツレコントローラなどがよく用いられる。メインコント

ローラにはパーソナル・コンピュータ (PersonalComputer， 

以下 fPCJ)が用いられることが多いが，研究・開発段

階で、あっても，崖外車問に塔載・使用することから，そ

れらの樹環境性， iiiit久性に配患が必要である。

車両系ロボットは，このように，①従来型機械，②各

部の自動制御化と状態の自動計測化，③無人作業のため

の航法システムや航法センサの適用・装備，④航法情報

などの取得・演算や各部の制御を行うコントローラの装

備，及び無人作業を実行するソフトウエアの製作・組込

み，という大きく 4つの要素によって構成され，どの車

両を対象(①)に，②~④の要素がどのような方法や方

式によって構成され，機能しているかがそのロボットの

特徴ということができる。

1. 2. 2 研究・開発動向

車両系ロボットの研究開発は，関内では， 1970年代の

半ば頃に行われたコンパインの自動運転研究 2)や農用車

両の自動操縦研究 25)が始まりと見ることができる。その

後四90年代後半までの主な研究開発例は前報を参照さ

れたい。

ここでは，農用車両の代表に挙げられるトラクタと田

植機，コンパインをベースとする車両系ロボットの研究

罷発の中から， 1990年代後半以降に，ほぼ実用作業がで

きるまでところまで開発がなされたもの 3例について，

上記の車両系ロボットの4つの構成要素に関する特徴等

を述べる形で紹介する。

北海道大学が開発， 1998年に発表された fロボット i、

ラクタJ3) は，①56.6kWの市販トラクタをベースに，

②竃磁パルプの装備などにより油庄の操蛇機構やシャト

ル変速等の操作機構を自動制御できるように改造，③自

前基準局 したヲアノレタイムキネマティック GPS

(Real Time Kinematic GPS，以下 fRTK-GPSJ)により位

誼情報を音k測し，光ファイパージャイロ(Fiber-Optic 

Gyroscope，以下fFOGJ)及びドOGベースの慣性計測装

CInertia Measuring Unit，以下fIMUJ) により車両の

ヨ一角とロール角，ピッチ角を計測する航法システムを

構成している。④コントローラとして，車問各部の計測・

制御を行う車荷コントローラと，航法情報の演算や無人

作業ブ。ログラムを実行する PCベースのメインコントロ

ーラを用い，耕うんから播種，管理・訪鈴作業までのト

ラクタ作業を無人で行うことができる。無人作業は，経

路やイベント位置情報を持つ地図データと車弼各部の動

作状態データを符合させるマップベースガイダンスによ

り実行されており，ほ場や格納産関の農道移動も無人で、

行える拡張性を持っている。

農業研究センター(現，農研機構中央農業総合研究セン

ター)が開発， 1998年に公開された「田植えロボットJ7)は，

①市販の 6条植乗用問機機をベースに②操舵機構や主

クラッチなどは油圧制御により，変速機構やスロットノレ

などは DCサーボ、モータにより自動制御が行えるように

している。③自前の基準局を設けた RTK-GPSにより位
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置情報を， FOGにより車両の向きとしてのヨ一角と傾斜

角であるロール角，ピッチ角を計測する航法システムを

構成，④車両各部の計器・制御をフつログ、ラマブノレコント

ローラにより，航法情報の入出力・処理や無人作業ブ。ロ

グラムの実行を PCベースのメインコントローラにより

行って，往復の無人田植えが行われる。その後，無人の

枕地作業やロングマット詰を適照した連続無人作業が行

えるよう改良がなされている。

京都大学が開発， 2006年に発表された「無人コンパイ

ンJ1)は，①市販の 2条メIjりコンパインをベースlこ，②

ACサーボモータによりクローラの操向制御を， DCモー

タにより HST変速機構の速度制御を行えるようにして

いる。③コンパインの位置・姿勢を，携帯電話により補

報サーどスを受信・利用するネットワーク型

RTK-GPSとFOGベースのIMUにより検出する航法シス

テムを用いており，④車両各部の計測・制調iをマイコン

により行い，航法憤報の入出力・処理や無人作業フ。ログ

ラムの実行をノート PCベースのメインコントローラに

よって行い，矩形区画を外向から収穫してし、く無人作業

を実現している。

日本陸内での研究・開発例の主なものは，前報で紹介

したものも含め， 1998年頃までに一応の完成を見ており，

2000年以降は，それまでの開発ロボットの性能向上や実

用化に向けた改良，ベース機械の吏新ーなどの研究が主に

行われ，現在に至っている。

海外での車両系ロボットの研究・開発は， 1960年代に

英国や米自の研究機関でトラクタの無人作業に関する研

究が行われているが，欧米各国での研究・開発が盛んに

行われるようになったのは， GPSの民間利用が広く行わ

れるようになった 1990年代の中墳からである。

1990年代中頃からの欧米における研究・開発例として，

トラクタ関係では，フィンランド、のモジュレーヤ社(1994

年)，米国のスタンフォード大学(1998年)，ジョンデ、イ

アネ土(1998年)，独国のゲオテック社(1999年)のもの，

牧草ハーベスタで米国のカーネギーメロン大学とニュー

ホランド社のもの(1997年入園芸作業車両で英国のシ

ノレソー研‘究所のもの(1996年)，果樹関作業車両で米陸

ジョンディア社のもの (2002年)などが挙げられ，

シノレソー研究所のもの以外は，すべて GPSを基幹航法シ

ステムとして舟いている H)2)) 

欧米では， GPSの檎r靖報サービスなどの利用環境が

整っており， GPSの価格も安俗であることから，独国ゲ

オテック社の無人作業トラクタは農家への試行販売が行

われた実積もある。

1. 3 研究の自撰・範屈

表 1-3 ロボットの臣標仕隷附 20)ぬ)

ほ場条件

オペレータ

間

航法システム

制御装置

アエ
内ノ

守

h
a

勢
市
ブ

作
ソ

ほぽ水平で官画整理された矩形ほ場，適用区画:100X50 m以上の思闘に対応

複数のロボットを監視しつつ，問時に資材補給などの別作業を行うことが可能

形式 4輪駆動， 20-25 kW級トラクタ

作業機 ・:ロータリ耕うん機

制御対象:諜舵，シャトル変速，ブレーキ(左右)ON/OFF，スロットノレ

上げ下げ，作業機昇降，機関燃料カット

付属装備:作業機水平・耕深制御機能旋回時前輪増速機構等

位置情報:計測誤差壬 5cm，計測周期豆 1s 

方位情報:計測誤差話 0.30 ，計湖周期豆 0.1s 

試作機では，試作ボードコンゼュータ+汎用 PC

対象作業:耕うん，代かき，畝立他

作業方法:枕地処理を含む往復作業

非常停止機構，異常時警報モニタ，障害物検出機構，遠隔操作

車両停止機構
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本研究は人間に代わって農作業を行う「農業ロボットJ

の研究・開発を自標としており，具体的な研究・開発の

対象は，農用車両の中で最も適用作業や使用頻度が高い

乗用トラクタの運転を無人化し，各種のトラクタ作業を

無人で行えるロボットトラクタを開発することである。

開発するロボットの性能目標は，境行のトラクタによ

る有人運転作業と間程度の作業能率，精度で作業が行え，

その作業は実用利用が可能なレベルとすることである。

本研究は，これらの性能を有するロボットの開発から，

その作業性能をほ場試験により確認，評姉するまでを研

究の範閤とした。

1-3に開発するロボットの目標仕様・性能を示すω

26)。開発ロボットの適帰ほ場は，比較的規模の大きい水

田や畑での作業を前提に，ほ場の出入口やl睦畔などが整

備されたほぼ水平の矩形ほ場とした。傾斜地や不定形ほ

場への対応については，それを実現するための要素技術

として航法における傾斜補正や斜め方向作業などの検

討・試行までは行うこととした。作業区画の大きさは，

我が国の多くの水田が 100X30m区画で、あることを考慮

し，その底簡を含む 100X50mの区間の企画作業は無人

で行えることを目標とした。

オペレータについては，作業途中で種子や詰，肥料等

の檎給を行うことが必要な場合を総き，ほ場内で作業を

開始した後はロボット作業に関与する必要がないことを

目擦とし，ほ場内へのロボットの移動と無人作業の初期

設定まではオベレータが行うこととした。また，作業中

の異常時対応や人がほ場場内に入ることなどを防止する

作業安全の確保のため，ロボットによる作業が行われて

いる間，オペレータは作業ほ場から遠くない場所にいて

時折ロボットによる作業を監視しつつ， !i3!J作業を行うこ

とを前提条件とした。

ロボットのベース車両には，国内での出荷台数が最も

多いクラスのトラクタを崩い，作業機は，水田作や畑作

での耕うん作業に共通的に用いられるロータヲ耕うん機

を標準の作業機とした。ロボットは，ベーストラクタの

操舵機構やシャトノレ変速，スロットノレなどを自動制御で

きるようにし，制御装謹として試作ボードコンピュータ

と汎用の PCを搭載・適用することとした。

航法システムの目標仕様・性能は第2章の 2.1に詳述

する。

(2012) 

ロボットが作業を行うために PCに組み込むプログラ

ム(ソフトウエア，以下「作業ソフトJ)は，まず，ロー

タリ耕うん用のものを噴行の作業法に準じて開発し，そ

れとは異なる経路の作業や播種作業，代かき作業への展

開は，そのロータリ耕うん用作業ソフトをベースに行う

こととした。また，ロボットによる作業の安全を確保す

る機能，装置もできるだけ備えることを自指した。

ここに述べた本研究の目標や特徴について，

1. 2. 2に紹介した北海道大学におけるロボットトラクタ

の開発研究と比較してみると，まず，対象とするトラク

タの大きさと対象作業の違いが挙げられる。

北海道大学のロボットのベース車両は出力 56.6kWの

比較的大型のトラクタであり，対象作業としては畑作で

の作業が中心となる。一方，本研究のベース車両は出力

24.3kWの鹿内での出砕台数が最も多い中・小型クラスの

トラクタであり 1枚 30a規模の水田の耕うんや代かき

作業などに使われることが多い。そのため，例えば，本

研究におけるロータリ耕うん用作業ソフトの開発では，

作業l臨170cm前後のロータリ耕うん作業を， 180
0

旋田を

含む隣接住復作業と 3周の枕地処理により関場の端まで

処理する経略計画と経路誘導を実現できる作業ソフトの

開発が求められる。

また，本研究のロボット作業には，できるだけ実用利

用が可能なレベルの作業が行えることを目標としており，

ほ場内で作業を開始した後は，オペレータが関与するこ

となく作業が完了できるように，自己診断や異常時対応

などの信頼性を確保する機能を充実させることに

を置いた。さらに，現状のロボットの機能・性能を前提

として，有効な手Jj民・活用方法の提案とその試行，ある

いは試算などを行って，今後の展開方向を示すことにも

取り組んだ。

1. 4 報告の構成

本報告は8章で構成した。

第1章「序論jでは， rロボットトラクタの開発J研究

の背景として， 日本農業の現状と課題，その課題に対志

する農業機械のあるべき姿，及びその姿のひとつである

ロボットの定義と分類，期待について論じた。そし

て，農業ロボットの分類のひとつで、ある車両系ロボット

の構成と特徴，及びこれまで、の研究動向を概観，紹介し
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た。さらに，本研究の自標・範聞について述べた。

第2章「航法システムとロボット車両j では，まず，

トラクタの無人作業を実現する航法システムについて，

一般的な分類や特徴等を棋観し，次に，本研究のロボッ

トに適用すべく検討，開発した光学測量装寵方式の航法

システムの仕様や構成，特徴などを述べた。そして，ロ

ボット作業を行うハード、ウエアとしてのロボット

ついて，市販トラクタ各部の自動制御や計測を行うシス

テムと，その自動制御・計測や航法情報の敢得・処理，

ロボット作業のための作業ソフトの実行を行うコントロ

ーラ等について，それらの仕様や構成を述べた。

第3章「ロボット作業と作業ソフトの基本Jでは，第

2章の航法システムとロボット車両によるロボット作業

の方法と，それを実行する作業ソフトの構成や内容を中

心に論じた。作業ソフトの構成や内容，実行される制御

については，噴行のロータリ耕うん作業に準じた f標準

作業法j に関するものを前報で詳述したが，標準作業法

とそれを実行する標準作業ソフトは，本報の第4章 6

章で述べる新しい作業法のベースとなっており，作業ソ

フトの基本として前報の内容を一部修正して記述した。

第4章「ロボット作業(作業ソフト)の発展一適応性

の拡大と信頼性の確保Jでは，ロボットのほ場や作業に

対する適応性拡大を自的に行った作業重複や経路選択に

関する改良と，斜め作業ソフトや回り作業ソフトの開発

について論じた。さらに，ロボット作業の信頼性向上と

安全性確保を話的に行った自己診断機能や異常時対応機

能の検討・開発及びそれらの実行ソフトの動作確認につ

いて論じた。

第5章 fロボット作業の性能評{iffiJでは，まず，

系ロボットによる無人作業の評価を行うために策定した

試験方法について記述した。そして，その試験方法を適

用・実施したロボット作業の評価試験について，試験結

果を述べるとともに評価・考察を行った。本報における

ロボット作業の試験方法は前報で報告したものと同じも

のを用いており，試験方法に関する部分と一部の試験結

果は前報と重捜して記述している。

第6章「ロボット作業の活用一各種作業の実行Jでは，

ロボットの有効な活用方法として 2台同時作業法を提案

し，その作業試験結果について記述，評価を行ったO ま

た，ロータリ耕:うん以外の作業への展開として，播種作

業と代かき作業を行う作業ソフトの開発及びその作業試

験結果について記述し，評価を行った。

第7章「ロボットの課題と対応jでは，開発したロボ

ットを農業現場に導入・普及させるには，ロボットの低

価格化や安全性・信頼性の向上，有効な利用・運用方法

の確立が必要であることを述べるとともに，それらの課

題の解決・対応方法について，試算の結果や試行的に行

った人・障害物センサの性能諦査結果も含めて論じた。

最後の第8主主「総括j では本研究をまとめた。
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第2章航法システムとロボット車時

本章では，まず，ロボットによる無人作業を実現する

航法システムの仕模や性能について， トラクタ作業の特

徴などを挨討・考慮して，その自標を示す。次に，本研

究のロボットに適用すべく検討，開発した光学測量装置

方式の航法システムの仕様や構成，特徴などを論じる。

そして，ロボット作業を行うハードウエアとしてのロボ

ット車両について，ベースである市販トラクタの各部の

自動制御や計測を狩うシステムと，その制御・計誤.IJや航

法情報の取得・処理，ロボット作業のためのソフトウエ

アの実行を行うコントローラの構成や仕様などを述べる。

2. 1 トラクタ作業と杭法システム

車両系ロボットに適用される航法システムの一般的な

分類や特徴については前報に記した紛。それらの航法シ

ステムの中から，本研究の対象であるトラクタの無人作

業を実現できる航法システムについて，方式見'Jの適否や

適用時の留意点などを考える。

トラクタ作業における走行経路や走行速度などの航法

に諒わる特徴として， 1辺が 20"-'数百m程度の概ね矩形

のほ場の中を塗りつぶすように走行していくため，

範囲はそれほど広くなくても走行距離や連続走行時間が

長いことがあげられる。走行・作業経路としては，ほ場

端で 180
0

旋回を行う往復の誼進作業が多く，その在進

行程は平行で等間隔に行われることが多い。しかし，作

業の種類や用いる作業機によって，往復の直進作業の作

業間隔は異なり，旋回位置や枕地処理の作業経路も違っ

てくる。

作業時の走行速度は数cm/s "-'数m/s(0.1"-' 10km/h) 

の範臨で，走行路面は不整地で出凸も多いので，走行中

のトラクタは車体の振動と共に，数度極度のロール・ピ

ッチに曝される。また，挨の中，雨の中で走行・作業す

ることもある。走行持関や走行距離は， lOOX50mの矩形

表2-1 航法システムの分韻と特徴 30)

特徴等

頼性高い

経路に自由度なし

レーザーどーム j設霞コスト必要

半田定|スポットマーク式 iスポットマーク|礎気様識(ネイノレ)、 |マーク聞の補間必要

超音波探識 I B lIl度やや有り

作業境界、 I TV jJメフ十 i患j燦処泌 II磁像センサ利用で

作物列等 | 接触センサ iは光環境の影響大

11 壁面、段差、 i超音波センサ、オフザ i外界情

:相対距離式|畦畔等 iワイヤ誘導ケーブノレ |により

外部襟識 |複数の相対角度 ITVカメラ、光電セン!
I ，--___7. -"-- I .t r-- 6...1. J..= =.':1. 基準局一移動局間で

:三角測量式サ÷光反射標識 i 
i吋 ……山内 … u ……L … “…… …一 I情報通信が必要な

11 相対距離・角度|トランシット十測距 1.場合有り

:トラパース式儀(対象追尾)

経路

内界 加速度

性航法式

11 距離(連産)

:距荷ft・方位式+方位

11 左/方主主輪回転
自由

11 の距離

台、 GPS:双曲線航法式

g襟・センサ・施

データにドリフト
があり補正必要さ

設備不要で、比較的
ロ…コスト

右クローラ回転

法ム
B
q
t
e
 

電波灯台、レーザ灯
識間角度・距離の

高精度検出が必要
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ほ場内で、，作業椙 2m，作業速度 0.5m/sの耕うん作業を

想定すると，総走行距離は約 2.5kmで，この 1枚のほ場

を処理する時間は約1.5時間になる。

このような走行・作業の特徴を持つトラクタに，まず，

器定経路方式の航法システムの適用を考えてみると， ト

ラクタ作業には水田や畑の全揺を産接耕うん・整地する

作業があるため，固定経路の機械式ガイドを用いる方式

は不適と考えられる。非接触式ガイドを用いる方式でも

経路が圏定されることによる土壌踏庄の影響などが懸念

される。

半固定経路のスポットマーク方式も，作業s画内にマ

ークを設寵するのは不適であり，作業区画を避けてマー

クを設置する場合は作業区酪の大きさが限定され適当で、

はないと考えられる。ただし，盟定経路方式の誘導ケー

ブノレや半回定経路方式の磁気標識などを作業主主画を閤む

ように設置して， トラクタの区画外へのはみ出しゃ暴走

を防止する目的に使用する・ことは有効である。

内界博報方式は，闘が大きい場合あるいは連続作業

時間が長い作業では，累積誤差による続法データの精度

抵下が問題となる。車輸の回転から移動距離を求める方

法は一般のほ場ではスリップ。による誤差が懸念される。

これらのことから， トラクタの航法システムとして内界

清報方式を用いる場合は， fむの航法システムと併用し，

比較的短い時間や狭い範間内の舵法データは内界情報方

式で取得して，他の航法システムによる航法データによ

りそれを補うことが適当と考えられる。

外界情報方式は，代かきなど作業境界が不明瞭な場合

や，畝，作物列等が明瞭でない場合には適期できないの

で，自由経路の無人走行を外界情報方式のみで行うのは

難しいと考える。

外部標識方式は，高精度な位置情報を逐次取得できる

という点から有力な航法システムと考えられる。ただし，

距離や角度の計測媒体によっては障害物により計測不能

となる場合があり，例えば光を媒体とした場合，果樹園

では樹木により光が遮蔽され，波状地では標識が隠れて

しまう場合がある。また， GPSを用いる場合，高い建造

物や防風林などが近くにあるほ場では高精度な位置情報

の取得が安定的に行えない場合がある。

航法、ンステム全般の留意点として，車両上の計澱セン

サや計測システムにより外界'情報や標識，進行方位など

を観測する捺，あるいは外部から車両上の標識等を観測

する際には，車両の傾斜であるロール・ピッチにより

差が生じるため，その補正を行う必要がある。

2. 2 口ボットトうクタの航法システム

前項のトラクタ{乍業の特徴と航法システムの適用に関

する検討を踏まえ，また，ロボットによる無人作業(以

下ロボット作業J)のほ場や作業に対する適応性を高

いものとすることを考えると，ロボットに適用する航法

システムは，ほ場や作業に対する汎用性が高く，絶対的

なロボットの位置情報と進行方位情報を逐次取得できる

ものが望ましい。取得する位置情報や方位情報の精度や

周期については， 1. 3項で述べたロボットの目標仕様を

達成するために，表2-2に示す仕様・性能を満足する必

要があると考えられる 15) 。

位置情報の計測精度については，作業重護幅をlOcm

前後と想定し，残耕がないようにその半分の 5cmが許容

できる誤差で、ある。進行方位情報の計測精度については，

何らかの事情により位置清報が得られない場合でも，数

m程度の無人走行は方位情報のみにより行えるようにす

ることを前提に， 0.3
0

を許容誤差とした。

航法情報の取得照期は，位置情報では ls以下を，進

行方位'靖報では O.ls以下を目擦とした。位置情報につい

ては，進行方位情報を O.ls周期で許制できれば，ロボッ

トトラクタがほぼ一定速度で走行することを前提にデッ

ドレコニングにより補間することが可龍である。

これらの要件，仕様を満足する航法システムとして，

ロボットの位誼情報計測は外部標識方式により行い，進

行方位4情報の計慨は内界'清報方式により行うものについ

て，まず，説子学の航法システムや航法センサのやから適

用できるものを調査，検討した。その結果，進行方位情

2-2 ロボットの航法システムの目標佐隷・性能お)ぬ)

適用範囲 1100X50m以上の包画

ほ場内位壁情報:計測誤差:5 cm以下

計測情報と i計測周期:1 s以下

精度等 |進行方位情報 :計測誤差:0.3
0

以下

計測周期 :0.1 s以下

動力源は発電器やバッテリーで対応。

取扱い性等 i設営や起動が簡易かっ迅速に行えるこ

と。
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報の計部は高精度な地磁気方位センサ(T errestrial 

Magnetism Sensor，以下 iTMSJ)やジャイロセンサの適用

により実現可能と考えられたが，位置情報の計測につい

ては，航法システムのコスト上担の自安をトラクタの市

販価格と同レベルの数百万円程度まで、としても，目標の

仕様や性能を満足するものは見あたらなかった(1995

生研センターによる調査結果)。

そこで，ロポットに適用する航法システムの位置靖報

を計測する部分は，外部標識方式を前提に新規開発を行

うこととした。

2. 3 航法システムXNAVの開発

ロボット作業に適用する航法システムを iXNPふっと呼

ぶ。そのXNAVでは，ロボットの進行方位情報は内界情

報方式の既存センサを適用して計測することを前提とし

て，ロボットの位罷情報を外部標識方式により計測する

システムの開発に取り組んだ。開発対象の位置計測シス

テムは，市販トラクタをベース車両とするロボットに適

用することを毘的に， トラクタの位置計測システムとし

て開発を進めた。

その航法システム XNAVの位置計測システムとして，

当初， TVカメラと光波測距儀，及びトラクタ上に設寵

する標識から構成されるオヲジナルなシステムの開発に

取り組んだ。しかし，その開発中に，計測原理をほぼ閉

じくする測量装震が測量機器メーカーから市販され，所

期の性能を有するものであったため，オリジナノレの位置

計測システムの開発は中断し，市販の測量装置を用いた

ものをXNAVの位謹計測システムとした。

2. 3. 1 XNAVの位置計測システム

XNAVは，ほ場外の定点に基準局装置を設置し，その

トラクタを移動局として観測してその位置

を計測し，その計測位置情報は無線通信によりトラクタ

に送信する方式とした。表 2-1の航法システムの分類に

従うと，外部標識方式の位置計測システムであり，

算出の方式は「トラパース式」に分類される 30)。

位寵計測の原理は関 2-1のように，移動局であるトラ

クタ上に設けられたターゲットPを基準局のトランシツ

ト部中心 O から観測し， OP間の斜距離Lと，基準線と

線分 OPがなす水平角めJ，鉛誼角 {hノを求め，L， ()H， 

。vよりターゲット点の座標p(ん丹，zp)を下式によ

って求めるものである。

Y 

yp 
標識

Xp X 

歯 2-1 XNAVの位置計;f!IJのj京理 15)叩)

ゐ =L . CuS () H (2. 1) 

F予=L. sin () H (2. 2) 

Zp = L . sin () v (2. 3) 

1) トータルステーション APーし1

トータルステーション APーし1(図 2-2)は(株)トプコン

製の測量装置であり，このAトL1はひとつのレーザー光

により光反射標識の追毘，測距を行い，標識点の 3次元

j車標位置を算出できる自動追尾型測量装置である。

標識を見失った際に自動探索を行って標識の追尾を復

帰する機能も備えている。 AP-L1の主な仕襟を表2-3に

示す。 APーしlの追尾と調.1]距のためのターゲットは 1つで

間2-2 自動追彊型測量装霞APーし1((株)トプコン)
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図 2-3 光反射標識

あり，そのターゲ、ットには6分割位置に再帰反射型の光

反射プリズムを配した閤 2-3の光反射標識を舟いる ω。

このAP-Llの移動体の位霞計測性能について，ほ場内

を走行するトラクタ上に光反射標識を搭載し，その位罷

計測精度や自動追尾性能を調査した。その結果，位置脊

報の計測精度や周期は， XNAVの基準局装置として目標

を十分に満足するものであり，標識の自動追尾性能もト

ラクタの移動速度等からみて良好と判断された。そこで，

AP-Llを XNAVの基準局装置として用いることとした。

2)位寵計浪IJシステムの構成

XNAVの位置計測システムを臨 2-4に示す。

XNAVにおける計測位置情報は， AP-Llから基準局コ

ントローラに取り込まれ，スペクトラム拡散 (Spread

Spectrum，以下iSSJ)通信方式の無線通信モデムを介し

て移動局へ送信する。基準局コントローラにはノート PC

を用い，機器開のデータ通信は RS232Cにより，その通信

表 2-3 APーし1の主な仕様ゆ 30)

追尾角速度:10 0/ s 
自動追尾部 視準精度 (角速度目。/sの時)

使用レーザ:LEDレーザ(クラス1)

測距範囲 : 7'"'-'700m 
測距部 測距精度 :土(lOmm+2ppm)

澱距間隅 : 0.5 s 

測角部 測角精度 :3" 

標識自動探索・追尾複婦機能(探索範囲
機能その他 可変)，追尾速度・澱距精度可変，

データ通信:RS232C，無線モデム有
'---

(注)表中仕様は移動体を自動追尾・測距することを前提

とした場合のもの。

や処理のフ。ログラムはC言語により作成した。無線通信

モデムには SS通信機((株)クラリオン製， JX-1100A) を

用いた。

XNAVの位置計測システムにおける移動局はロボット

車両(トラクタ)に搭載された光反射標識と位置情報を

受信する SS通信機JX-1100A，及び車両上コントローラ

となる。

3)位置計潰IJ性能

AP-Ll単体の位置計測精度は，製品の公称精度として

移動体が500m程度離れて誤差2cm以下とされる。XNAV

の位霞計澱システムでは，基準局の APーいから移動局へ

のデータ通信に約 0.2秒の時間を要しており， トラクタ

が速度約 0.5m/sで走行する場合，車両上での取得位置

情報の誤差は最大 12cm程震になる。しかし， トラクタ

は速度一症で走行，作業する場合が多く，この時間遅れ

に起因する誤差は位←置情報の時間当たり変化つまり走行

速度から補正可能で、あり， 0.18毎の速震と方位情報に基

づくデ、ッドレコニングにより 5crn程度の誤差がキャン

セノレされ， XNAVの位置計測誤楚はほぼ5cm以下と評値

できる。位置情報の計測周期は製品の仕様値として平均

0.5sである。

XNAVの適用範聞は， AP-Llの自動追尾と潤距の可能

距離，あるいは計測位置情報の無線通信距離により決定

される。1.0m/s程度までの速度で走行するトラクタの位

置計測に適用して，見通しが良ければ，自動追毘，位置

計測，及びデータ通信が約 500m離れて行えることを予

〆畑、、、，，，，、 、
AP-L1園、

手蒋専矯
自勤追尾.側側浪測澗t眼慌E距e..F宗詰弓A 一 反針鰹塑 ! 
: 同で1'""ザ酔震駿雪題轡欝槽a年r ブ別リズム ; 

光反射擦識 ;進行方位

率前{綴議斜:口; 
r叩網棚ーーー

: 車両上

;コントローラ
ド一四一回 __1，

f… 

Afレ~
;無線通信:

局準基 局
上

動
詞

忽
Y

苗叶

笠
窓

q
hむい

J
 J

 a
F
 

図2-4 XNAVの位置計測システム 15)
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備試験で確認した。 化から求めて，定期的に基準方位の設定を行うとともに

下記の進行方位'清報も含u'航法システムXNAVとして， ドリフト誤差のキャンセノレを行う必要がある。

ロポットの無人走行に適用した場合の航法の精度につい ワトソン社製の TMSは，その3次元の地磁気成分出力

ては，第5章で述べる。 から車両の進行方位を絶対的な綴方位角として求めるこ

2. 3. 2 XNAVの構成

1)進行方位構報の計測

XNAVをロボットの航法システムとして適吊する場合

には，進行方位情報は内界情報方式の既存センサをロボ

ットに搭載・計測することとし，既存センサの候檎とし

てはジャイロセンサやTMSがあげられた。2.2項の表2-2

に示した進行方位情報の自壊検出精度 0.30 を確保でき，

後述する車両の傾斜による誤差捕正を行うことを前提と

すると，ジャイロセンサには光ファイパージャイロ FOG

をベースとするもの， TMSではフラックスゲート・タイ

プの 3次元型のものが適当と考えられ，市販のセンサを

調査した。

FOGベースのものとして， 13本航空電子工業(株)製の

型式名 ]CS7401なる慣性計測装置IMじがある。IMUは車

両の進行方位角であるヨ一角とともに車両の額斜である

ロール角とピッチ角も計測可能で，計測位置情報の傾斜

による誤差の檎正も IMUの出力から行うことが可能で、

ある。 TMSでは，米国ワトソン担金2の型式名 FGM-200A

(図 2-5)が3次元のTMSとして利用可能である。ただ

し，問センサには傾斜を計測する機能はない。

IMUが計測できる進行方拡情報はヨ一角の変化であり，

計測される相対的な方位角変化にはドリフト誤差を含む

特性がある。そのため，ロボット作業のための航法情報

として用いるためには，現在の進行方位を位置情報の変

(W45XL 70XH48mm) 

題2-5 ワトソン社製3次元 TMS

とができる。そのため，取得される進行方位情報の取扱

いが容易であるという利点はあるが，高精度な方位情報

検出には，搭載車両の着磁状態や領斜による誤差の補正

を行う必要がある。

IMUとTMSそれぞれ長所，短所はあるが， TMSにより

計測される進行方位情報が絶対的な磁方拡角でありデー

タの取扱いが容易である点，また， TMSを用いた農用車

両の進行方位計棋に関しては，高精産化のための補正方

法も含め生研センターは多くの知見を持っていたことか

ら， TMSを進行方位情報の計測に用いることとした。

2)τMSによる方位計浪IJにおける誤差補正

TMSをロボットに搭載して方位計測を行う場合，①ロ

ボットが持つ磁気の影響，②ロボットの額斜の影響，③

周囲の構造物や他の車両等の影響により誤惹を生じる。

TMSによりロボットの進行方位靖報を高精度に取得す

るためには，これらの誤差を補正する必要がある 30)。

①のロボットが持つ獄気の影響の補正は「磁気環境補

正」と呼んでおり，ロボット自身の磁気がTMS検出方位

に及ぼす影響量を計践して，その影響量(r磁気環境補正

値J) をキャンセルすることにより誤差の補正が行える。

その補正値の計測では， TMSを搭載したロボットを，期

臨lこ5齢、磁気が存在しない平坦な場所で 360
0

旋回して

行う方法が基本であるが，簡易な方法として，ロボット

を正反対方向の 1800

向きが異なる 2方向に向けて TMS

出力を計測することによっても求めることができる。

前記②のロボットの傾斜による影響の補正は「額斜補

と呼んでおり，ロボットつまり TMSの傾斜角に基づ

いて， TMSの 3次元出力に空間座標の回転変換を施し，

幾何学的にロボット上の TMSが水平の時の方位角を求

めることによって行われる。本補正では， TMSを搭載し

たロボットの傾斜角(ロール免，ピッチ角)を高糖産に

計測することが重要である。

TMSにより方位計測を行う場合の，前記③の周囲の構

造物や他の車両の影響については，ロボットの位置によ

り影響の大きさが異なり，その影響の大きさをロボ、ット
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が作業する思関内のすべての場所で計測，または推定す

ることは密難である。そのため，ロボットの作業誌面の

く10m程度以内に大きな構造物がある場合や5m程度

以内に他の主主両が存在する場合は，その付近でロボット

作業の精度，特に誼進作業の精度が低下する可能性があ

ることを考慮する必要がある。

以上の補正を施した TMSによる進行方位情報の計測

、ては，試験結果から，ロボットの走行時にお

いて 0.3'""-'0.50
と推定され，目標仕様の 0.30

より若干精

度が低下する場合がある性能である。

3)傾斜角の計測

上記の TMS出力の鎮斜補正を行うためには，ロボット

の保斜角を計測する必要がある。また， XNAVにおける

泣置計測のターゲットで、ある光反射標識はロボットの最

高点である地上高2.2mに装備されており，ロボ、ットの傾

斜が大きい場合には， XNAVの計測位置を地上部に落と

した場合の位置誤差も大きいものとなり，例えば傾斜角

30
で位置誤差は約 12cmとなる。このため， XNAVに

よる計測位置構報に対しても，ロボットの傾斜による補

正を行う必要がある。

ロボットの傾斜角の計測については， トラクタの振動

や比較的低腐波数の揺動の影響を受けにくいセンサとし

て，サーボ型の傾斜センサ(フランスのセンソレックス

社製， Mode141200)をロール方向とと。ツチ方向に2偲装

髄して計部を行うこととした。用いた傾斜センサを閣

2-6に示す。

4) XNAVの出力構報

XNAVでは，ほ場タトの基準烏で計概された位置靖報が

(W35 XL67 XH 50mm) 

図2-6 ロボットに装犠した傾斜センサ

ロボットに無線、送信される。その送信情報は，位置計測

システムの AP-Llが計測したロボット上の光反射襟識

の位置情報であり，その形式は3次元の XYZ摩擦鑑とし

て，単位m，小数点以下3桁までのテキストデータであ

る。このXYZ座標値と基準局コントローラであるノート

PCのタイマ値としての位置措報計測時間が単位 S，小数

点以下3桁までのテキストデータで、基準局コントローラ

からロボットへ無線通信される。 AP-Llによる計測位置

の更新潟期は仕様上O.おとなっているが，実際の計測で

はその周期は一定でなく，機ね0.4'""-'0.6sの範閤である。

航法システム XNAVでは，ロボットの進行方位情報は

1)のとおりロボットに搭載したTMSから出力され，

航法情報の傾斜補正を行う際に必要なロポットの傾斜惜

報とともにロボットのコントローラに取り込まれる。こ

の部分は図 2-4の移動局における点線部である。

TMS出力と額斜センサ出力はいずれも土5Vのアナロ

グ電圧植であり， TMSの3次元の地撤気成分に対応する

電圧植出力 3chと傾斜センサ2{1闘の電圧値出力 2chが，

ロボットのコントローラに装備した AD変換ボードを介

して計測される。計測電圧{誌に基づく車両進行方位と

両傾斜の漉算はコントロ}ラに組み込んだソフトウエア

により行われ，同時に，取得位置情報の傾斜補正がロボ、

ットのコントローラが受信した位置情報に対して実施さ

れる。

2. 4 XNAV以外の競法システム

ロボット作業に適用する航法システムの開発では，外

部標識方式のXNAVだけでなく，下記2方式の航法シス

テムも，農林水産省の農業機械等緊急、開発事業の下，そ

れぞれ(株)クボタと日 (株)が中心となっ

て開発を行った。

(i)ほ場周囲に電線を敷設するオフ・ザ・ワイヤ電磁

誘導方式(以下， iLNAVJと呼ぶ)

(長)後性航法装置を併用した GPS方式(以下， iSNAVJ 

と呼ぶ)

これらの航法システムについては，ロボット作業を行

うための作業ソフトを開発して，第5章でで、述べるロボボ、ツ

ト{作乍業の性能評価まで

計測方法や作業方法などに違いがあることから，それら

の仕様や構成，試験結果に関する内容は本報告に含めな
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かった。

なお，航法システム LNAVは，ほ場周囲に構造物や撞

害物などがあっても適用可能であり，また降雨や降雪，

といった気象条件による影響をほとんど受けないとい

うメリットがある。 SNAVは， GPSを基幹とする航法シ

ステムとして， GPSの低価格化や補正情報サーピスの充

実などの今後の動向によっては，最も有望な航法システ

ムになり得ると考えられ，適用場面や今後の技術動向な

どにより，航法システムの方式や構成は 1つに限定され

るものではない。

2. 5 ロボット車両の瞬発

本項では，ロボットのベース車両であるトラクタと，

その各部の自動制御，計測を行うシステムの構成や仕様

について述べる同)。以下，各部の改造や各議機器・コン

トローラの装備などによりロボット作業が行えるように

した車両部分を「ロボット車両Jと呼ぶ。

2. 5. 1 ベース車両

ロボットの性能目標は「有人運転の場合と同程度の能

精度で作業が行えるj であり，ロボットのプラット

フォームとなるベース車両は市販のトラクタと同等の作

業性能を有する必要がある。当初，航法システムなどの

各議装置，機器の搭載や装備を前提とし，各部の制御性

などが優れたロボット専沼の車両システムを新たに開発，

適用することを検討した。しかし，作業ほ場までの移動

では，公道走行における安全確保から有人運転を行う必

要があり，また， トラブ、ノレ発生時には有人運転作業によ

り作業を継続できることも必要である。さらに， r有人運

転の場合と間程度の能率，精度で、作業が行える」車両シ

ステムの新規開発にはコストと時間がかかることも考慮

して，既存の市販トラクタをベースに各部を自動制御で

きるよう改造し，ロボット車両を開発した。

ベース車両には，機関出力 24.3kWのトラクタ「クボ

タ GL321J ((株)クボタ製)を選定し，作業機は作業11I富

170cmのロータワ耕うん作業機を装備した。表 2-4にク

ボタ GL321の主な仕様を，国 2-7に開発したロボット車

両を示す。

ベース車両は，クラッチ操作なしで前進・後進/停止

の変速が行える「シャトル変速j機構や，約 40。以上の

操舵による旋四時に前輸が増速される旋回時前輪増速機

構(通称 f倍速ターンj機構)，作業機のワンタッチ昇降

機構，作業機の自動耕深・水平諦整機能などを有してお

り，自動制御を行うために装備する制御装置・機器の構

成等を簡素化することが可能で、あった。

2. 5. 2 ロボット革関の計測・制御システム

ロボット車向の製作では，上記の市販トラクタの操舵

機構やシャトノレ変速，スロットノレ，作業機昇降などの操

作機構に DCモータなどのアクチュエータを装備し，コ

ントローラからの信号により各操作機構の運転・操作を

自動制御で、きるように改造を施した。また，各操作機構

の状態や燃料残量，冷却水混度などのロボット各部の状

態・状況をコントローラによりデジタル計測できるよう

に， トラクタの既設センサや新たに装備したセンサの出

力を自動計測するシステムを構成し，ロボット車両に装

備した。これらの制御・計測の対象と制御方法，適用セ

ンサなどの概要を表 2-5，表 2-6に，また， 2.6項で述べ

るコントローラを含めた計測・制御のブロック閣を

表 2-4ベース車詞「クボタ Gし321Jの主な仕接附加)
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車両単体

の寸法等

3180X全幅 1455X全高 1985mm 

輪距(最小):前輪 1130X後輪 1110mm 

軸距:1750 mm 

機体質量 1280kg 

作業機耕:深・水平自動制御，旋由時前輪増

速機構，パワーシフト変速機構など付属装備

関 2-7 開発したロボット車両 16)30) 
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ロボット車簡の制御対象等日)2-5 国 2-8に示す。

DCサーボモータ位置制御

DCモータ 2位置制御

DC電動シリンダ、位置制御

油圧当て止めON/OFF制御

昇降スイッチ電気信号制御

ソレノイド制御

計測部位，適用センサ

ピットマンアーム，ポテンショメータ
シャトノレ変速車ill，リミットスイッチ
3Pロアーリンク，ポテンショメータ
オルタネータ P端子パルス，
パノレスカウンタ
pτoギヤシフタ， リミットスイッチ
レバー間転i地ポテンショメータ
燃料ゲージ，ポテンショメータ
冷却水温，1J(混センサ

制御方法

口ポット葱商の計jJ!IJ対象等 ω

速

キ

ル

変

}

ト

ル

レ

ツ

ト

ブ

ロ

ヤ

右

ス

シ

左

制御対象

燃料カット

操詑機構

表 2-6

計測対象

寿吉 角

PTOの入/切

レパ一位龍

冷却水温度

にジミットスイッチを装備して，確実な変速操作が行わ

れるようにフィードパック制御を適用した。

スロットノレの制御で、は，スロットル操作機構に DCモ

ータを組み込み，手動により設定したパートスロットル

とブノレスロットルとの2位置の自動制調が行えるように

1 )各部の自動制御

操豪首幾構の制御では，ステアジングホイーノレの屈転を

伝えるステアジング軸の途中を切断し，切断部に電磁ク

ラッチと DCサーボモータ及びギヤ機構を組み込んで，

DCサーボモータによる自動操舵と手動操舵を電般クラ

ッチのスイッチ切り替えにより行えるようにした。自動

操舵においては，コントローラからの舵角信号に基づき

確実な制御が行われノるように，操舵免をピットマンアー

ムに装備したポテンショメータにより計測してフィード

パック制御を行った。そのフィード、パック制御では，舵

角に応じた操舵角速度の制御として目標舵角付近で操舵

角速度を小さくする制御を適用し，目標舵角付近で、のハ

ンチングの発生を抑える等，円滑な自動操舵が行われる

した。また，停止状態ではほ場面とタイヤ間の抵

抗が大きく，操舵舟モータのトルクでは目標の操舵角が

得られない場合があったため，ロポット停止状態での自

動操舵は嬢力避けるようにした。

前進・後進/停止を切り替えるシャトノレ変速の制御で

は，変速軸を切断して変速機構側の軸端に篭動シリン夕、

を装備，操作観の軸端にスイッチを装鑓して，手動操作

も電動シリンダの作動により行われるようにした。電動

シリンダによる変速制御では，変速軸の前進・後進位置

ょう

寧
荷
制
御
コ
ン
ト

pi--ラ

ノー基準局一、

日思;3iL曾
/守翠iう ; 光反射
I ~I 標識

2 ムT一一寸JAP-L1' 

1通信モデム t、句胃腸凶て-

通信モデム

メ
イ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

:4ーデータ
z センサ鐙努!

:く同制御億号;

油圧レバ一位置

←→ 撚料残量 | 

時一→ 冷却水温度 l 
←→ パンパースイッチ i 

非常停止無鰻送信機

非常停止ボタン

口ポット車需の計浪i卜制御システム図 2-8
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した。 2位置制御については， トラクタ作業では作業時

のフノレスロット運転と空走時の設定パートスロットル運

転が多いことを前提に，制御システムを簡素化すること

を考慮して適用した。

ブレーキの制御は， 1:i:/右主主輸のブレーキ・ロッドに

油圧シリンダを装備し，在右別々にブレーキの ON/

OFFが行えるようにした。作業機の昇降は，ポジション

レバーによる作業自割立置の設定を手動により行ったよで，

上げ/下げの制御を，ワンタッチ昇降機構の電気スイッ

チ操作をコントローラに取り込むことによって行えるよ

うにした。

2)各部の状態計測

ロボット車両の計測対象と計樹部位，適用センサは表

2-6のとおりであり，上記のフィードパック制御を行う

ための状態検出のほか，第4主主で述べるロボット作業前

の自己診断や作業中の異常時対誌の機能を充実するため

に，多岐lこわたって状態計調1]，検出が行えるようにした。

これらの状態計測では，多くはトラクタに既設のセン

サの出力をコントローラに取り込み，コントローラのデ

ジタル入力機能やAD変換機能等により出力値の計測を

行った。舵角やシャトル変速位霞，PTOのON/OFFは，

ポテンショメータやリミットスイッチを新規に装備して，

それらの状態計測を行った。

状態計測におけるセンサ出力の判断基準値の設定では，

各部の状態・状況を実際に作って，その時のセンサ出力

をそニタして行ったが，判断基準値の設定は，センサ取

り付け部のズレやセンサの出力特性の経年変化があるた

め，定期的に行う必要がある。

2. 6 コントローラ

本項では，ロボット車両に搭載・装備して作業ソフト

の実行などを行うコントローラの構成や仕様などについ

て述べるO

コントローラは，航法靖報やロポット各部の状態など

の各種内界情報を取り込み，経路計画を行い，各部の制

御値を状況に応じて決定してロボット各部の制御を行う。

国 2-81こ示したように，コントローラはメインコントロ

ーラと車両制御コントローラの2つにより構成した。

メインコントローラには，作業ソフトの書換えや入替

えが容易で，多様な入出力信号に適芯可能なように，か

っ船環境性や耐久性を考産して，拡張スロットを内蔵し

たファクトリコンピュータ (NEC製 FC9821Ka)を適用

した。拡強ボードにはA/D変換ボードやシリアル通信ボ

ードなどを用い，主に航法システムからのデータ入力に

使用した。また，作業開始前の各種設定や自弓診断，異

常時対応などではオペレータとのインターフェースが必

要であり，ディスプレイやキーボードを収納可能な形で

装備した(関 2-9)。

車両制御コントローラには CPUの動作周波数 10MHz

のものを用い，モータや鴻圧電磁弁， リレーなどの制御

出力の他，多岐にわたる状態検出を行うために， A/D変

換入力やシリアノレ通信 (RS232C)などの各種入出力を数

チャンネノレ持ったものとした。この車両制御コントロー

図2-9メインコントローラのディスプレイとキーボード 16)

(ボード:150 x 280mm) 

図2一拍車両制御コントローラ



松尾・行本・山本・野口コボットトラクタの開発 19 

ラは(株)クボタがロボット車両専用に製作したものであ

り，その外観とボードを図 2-10に，主な仕様を表 2-7

に示す。

2. 7 安全装舗と電源装置他

ロボット作業時の作業安全を確保する機能として，障

害物への接触持に非常停止する機能などを備えた。ロポ

ット車両前部に装備したパンパースイッチが障害物に接

触すると非常停止機構が動作して停止する他，携帯型の

無線送信機のスイッチや，左右フェンダに装嬬したボタ

ンスイッチにより非常停止が行われる。非常停止機構は，

車両市Jj御コントローラにこれらのスイッチの ON情報が

入力されると，スロットル下げ→機関燃料カット

ブレーキ ON→シャトノレ変速中立のシーケンスが瞬時に

されるよう構成した。ロボット車両に装備したパン

ノ~~スイッチやボタンスイッチ，非常停止無線送信機を

密2-11の(a)"-'(c)に示す。

この地，第4主主の 4.4壌で述べるロボ、ット作業中の異

常時対応として，位置情報が設定した作業区画外となっ

た場合など，事故や暴走につながる可能性がある場合に

は非常停止する機能を持たせた。

ロボット厳罰に搭載・装備したコントローラや各議セ

ンサなどの機器の電源については，ベース車両の DC12V

ノくッテリから得るようにした。そのために，塔載・装備

機器をすべて DC電源で駆動できるものとするとともに，

非常停止時などに搭載機器の竜源を溶とす必要がなく，

また機関始動時に一時的に電圧低下がないように， 10分

表 2-7車両制御コントローラの主な仕様

一
強
一
み

U
一M
一日

C
一

A
一
生
育

日8/532(lOMHz) 
8ch 
タイマ，ウォッチドッグ， RS232C， 

ラジコン(NMI)

RS232C 1ポート

モータドライパ(FET)3ch{吏用
外部パルスカウンタ 2ch使用，
電源 DC12V

告
別
一
同
一
引

程度のパックアップ用バッテリを有する専用の電糠装置

を製作，装備した。電源装置は日本航空電子工業(株)の

協力を得て製作した。

本主主で述べたロボット車両各部の制御や計測，安全の

本章で述べたロボット車問各部の制御や計測，安全のた

めの装備や搭載機器類については，それらの装備，搭載

にあたって，防麗，防水，及び防披対策を施すとともに，

コントローラなどの収納ボックスには冷却ファンも装備

した。ロボット主主悶の附環境性や耐久性に関しては， 1997

年 12月に最終版のロボット車両を製作してから同年，

約 120ha，700 時間以上の作業試験やデモンストレーショ

ンを行って，搭載・装備機器に大きなトラブツレや故障は

なく，メインコントローラに装備した拡張ボードに不具

合が生じて交換したことが主な保守で、あっ

2. 8 摘 要

ロボットに適用する是正法システムの仕様や性能につい

て， トラクタ作業の特徴などの観点から検討し，その白

(a)パンパースイッチ (b)非常停止ボタン (c)非常停止無線送信機

図2-11 ロボット車両の非常停止用スイッチ等
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擦を示した。次に，ロボットに適用すべく開発した外部

襟識方式の航法システムの仕様や特徴などを述べた。ま

た，ロボット作業を行うハードウエアとしてのロポット

車両について，ベースである市販トラクタの各部の自動

制御や計測を行うシステムと，その制御・計測や航法情

報の取得・処理，ロボット作業のための作業ソフトの実

行を行うコントローラの構成や仕様などを述べた。

(1)各種方式の航法システムをトラクタの無人作業に適

用する場合の適否や留意点を検討するとともに，ロボッ

トに適用する航法システムの思標仕様，性能を検討，設

定した。その目擦を満足する既存続法システムは見あた

らず，イ立震情報検出を外部標識方式により行い，進行方

位情報は内部清報方式により計概する航法システムを，

新規に開発することとした。

(2)外部標識方式トラパース式の抗法システム XNAVは，

市販の自動追尾型トータノレステーションAP-L1をほ場外の

定点に設置して位置情報を計測する基準局装震として用

いたもので， 500m程度まで離れて移動体の位置を誤差5

cm以下，計測周期0.58で計測できる性能が確認された。

(3)航法システム XNAVでは，位置情報の計測を AP-L1

により行い，進行方位』靖報は地磁気方位センサ (TMS)

をロボットに搭載して計測するシステムとした。また，

計測位置情報と TMS出力に対して，ロボットの領斜によ

る誤惹の補正を行うために傾斜センサを搭載・使用した。

(4) XNAVの基準局で計測された位置情報は無線通信に

より車向上コントローラに送信され， TMSと傾斜センサ

の出力は車向上コントローラに AD変換ボードを介して

取り込まれる。 TMSによる進行方位情報の計概精度は，

ロボットの走行時において 0.3'"'-'0.50
と推定された。

(5) ロボット車両の自動制御システムは，市販トラクタ

のクボタ GL321をベースに，その操舵機構やシャトノレ変

速，スロットノレ，作業機昇降などの操作機構に DCモー

タ等のアクチュエータを装備し，コントローラからの信

号により自動制御できるように構成した。

(6)各操作機構の状態や燃料残量，冷却水温度など各部

の状態・状況をコントローラによりデ、ジタノレ計測で、きる

ように， トラクタに既設のセンサや新たに装備したセン

サの出力を自動計測するシステムを構成した。

(7)主に航法清報を入力し作業ソフトの実行を行うメイ

ンコントローラには NEC製のファクトリコンピュータ

を用い，各部の自動制御・計測のための車両制御コント

ローラには(株)クボタが新規に製作したものを用いた。

(8) 安全装嬬として，障害物接触時や遠隔操作，作業ソ

フトによる異常検出によって非常停止する機能を装備し

た。

(9) これらロボット車両各部の制御や計灘，安全のため

の機器の装備，及びコントローラ等の搭載・装備にあた

っては耐環境性や耐久性を考癒した。製作してから 13

年，多くの作業試験やデモンストレーションを行って，

ロボット車両に大きな故障やトラブ、ノレは起きていない。
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第3章 口ボット作業と作業ソフトの基本

本軍では，ロボット作業の方法とそれを実行するソフ

トウエア(r作業ソフト」と呼ぶ)の講成や内容を中心に

論じる。作業ソフトは，ロボットのメインコントローラ

iこ組込み，ロボット作業の方法をその手順にそって実行

するコンビュータ・プログラムであり，第2主主で述べた

ロボットの抗法システムやロボット車問，コントローラ

のハードウエアを目的に合わせて効率よく動作，機能さ

せるために不可欠なものである。

まず，第1主主の1.3項に概要を記したロボット作業の

方法や条件を述べ，次にロボット作業の経路設定と作業

広酪情報の取得に関する方法について述べる。作業ソフ

トの構成や内容，実行される走行・作業制御については，

慣行のロータリ耕うん作業に準じた「標準作業法j に関

するものを前報で詳述したが，標準作業法及びそれを実

行する「標準作業ソフトj は，本報告の第4主主 6

述べる新しい作業法などのベースとなっているので，作

ソフトの基本としてあらためて記述する。

ロボットによる作業または無人作業は，以降，特に断

らない限り fロボット作業」という。

3. 1 口ポット作業の方法

3. 1. 1 対象作業やほ場の条件

1.3項で述べた本研究の自標や範囲と重接する部分も

あるが，以下に論じる作業ソフトの構成や内容の前提と

なるロボット作業の対象や条件について述べる。

対象とする作業は，まず，作業の方法や経路の点で他

のトラクタ作業や農用車両作業と共通点が多いロータリ

耕うん作業を選んだ。対象とするほ場は，比較的規模の

大きい水田や畑を前提に ほぼ水平で、矩形のほ場とし，

短辺側にほ場の出入りがあることを前提とした。

また，ロボット作業の条件として以下を設けた。

(i)機械置き場などから作業ほ場へのロボットの移動

は，オペレータが手動運転して行う。または，有人

運転のトラクタや運搬車等によりけん引して移動す

る。

(並)航法システム XNAVの基準局は作業ほ場から遠く

ない定点に設置しであり，作業前にその起動や初

期設定を行う。

(ili)オペレータは，作業途中で資材等の補給を行うこ

とが必要な場合を除き，ロボット作業を開始した後

はロボット作業に関与する必要がないこととする。

ただし，作業中の異常時対応や人がほ場内に入るこ

となどを防止するため，オペレータは作業ほ場から

くない場所にいてロボット作業を監視しつつ， JjIJ 

作業を行うことを想定する。

3. 1. 2 ロボット作業…標準作業法

2章で記したように，ロボットは市販トラクタをベ

ースとしたものであり，作業機も市販のロータリ耕うん

作業機を用いている。さらに適用する航法システム

XNAVがロボットのほ場内位寵情報と進行方位情報を

時々刻々得られる航法システムであり，自由度の高い経

路設定とその経路に沿う高精度な車両誘導を行うことが

できる。これらから，ロボットによるロータリ耕作業は，

有人運転による慎行のロータリ耕に準じた作業方法で行

うことが適当，かっ有効と考えられた。また，慣行のロ

ータリ耕における作業の経路は，他のトラクタ作業にお

ける経路と共通する部分も多く，地作業への展開が行い

易いことから，ロポット作業の経路も慣行作業の経路と

向様なものとすることが適当と考えられる。

これらの理由から，ロボットによるロータリ耕は，ま

ず矩形区闘の潟辺部分を除く中央付近を長辺方向に往復

作業し，その後，枕地部分を含めた周辺部分を周り作業

して， ~玄E堅金簡のロータリ耕:を行う方法を採用した。

この作業方法を「標準作業法j と呼び，その標準作業

法を実行するための作業ソフトを「標準作業ソフト」と

呼ぶ。

3. 1. 3 作業の手JI襲

XNAVを用いてロボ、ット作業を行う場合の手)1震は以下

とした 22)。

(i)オペレータがロボットを手動運転して，ほ場の出

入口からロボットをほ場内に移動する。ロボットは，

出入口に近い位霞に長辺方向に向けた状態で停止す

る。

(邑)XNAVの基準局の起動，初期設定を行う。 XNAV
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基準局の起動，初期設定の手}I慎は第4主主の4.4. 2項

に記述する。

(ui)ロボット上のメインコントローラを起動し，作業

ソフトを立ち上げる。

Civ)その区画で初めてロボット作業を行う場合は，ロ

ボット作業のための作業区間情報を取得・設定する

「ティーチングjを行う。既に作業区画清報を取得・

設定済みの場合は，コントローラiこ保存されている

情報を下記(v)において読み込む。

ィーチングの内容等は3.2. 3項と3.4.1項に

記述する。

(v)作業ソフトの実行によるディスプレイ表示に従

って，作業IR画情報の読み込みゃ作業条件の設定，

ロボット各部の設定などを行った後，ロボット作業

を開始する。

( vi)ロボット作業が行われている関，オペレータは作

ほ場から遠くない場所で別作業などを行いなが

ら，時々ロボット作業の監視を行う。

(vii)ロボット作業が完了したら，オベレータがロボッ

トに乗車して終了処理を行い，ほ場外へ手宣言j運転に

より移動する。

3. 2 作業経路と作業態酪構報の敢得

3. 2. 1 作業区磁的位置盛標系と方位構報

XNAVを用いる場合，その基準局装置APーしlの設定に

より，ロボ、ット上に設けた移動局諜識の位置座標系の原

点や座諜軸の方向は任意に設定することが可能である。

ロボット作業を行う矩形度醸の鹿標系については，

方向が座標系のX軸と平行に，鎧辺方向が Y軸と平行に

なるよう XNAVの設定を行うこととした。

また，鹿襟系の原点は XNAV基準局から遠い側の長辺

上またはその付近に設け， X座標のプラス方向は XNAV

ら見て右側方向， Y鹿擦のプラス方向は XNAV

ら見て左側，手前fJlJJ方向になるように設定した

(閤 3-1)。なお， XNAVの座標系の設定は，

APーしlが測量装置であり，測量において用いられる座標

軸やその方向に合わせて設定したものである。

ロボットの進行方位清報のとり方については，地磁気

方位センサTMSにより方位を取得しているため，磁北を

0
0

時計四りに東が十90
0

，南が十180
0

，反時計回り

に西が-90
0

，南が-180
0

なる方位値を設定した。

3. 2. 2 作業経路の犠成・設定

慣行作業における作業経路と同様な経路として，図

3-2の作業経路を構成，設定した。ほ場の出入口に近い

角部をロボットの作業前の停止位置とし，その場所をロ

ボット作業の開始位誼として，往復作業の開始位霞まで

の空走経路 1，枕地における 180Q旋自を含む長辺方向の

往復作業経路 l~必，往復作業の終点からj寄り作業開始

位置までの空走経路工及びほ場角部での 90Q旋回を含

む罵り作業経路 11~， 21~ ， 31~から，ロボットの作

業経路を構成した ω23)。

旋回を含む往復作業，周り作業のいずれにおい

ても，作業機を含むロボットが作業区聞からはみ出さな

いことを前提として，ロボットの先端から後部に装着し

ているロータリ耕作業機の後端までの長さが約4mあり，

往復作業における設地の長さは4 m以上が必要で、あるO

Y 

!ま土塁(作塁率)1哀函

位蓄量(x，y)

ロボf全覇
遂行方位

XNAV 
基準局

iま捻出入口 。
国 3-1 ロボットの作業区画と航法システムXNAVの

経標茶

X 

一喝ー:作業経路 ……・・:非作業経路(旋回，憾寄せ等)

悶 3-2ロボットの作業経蕗 15)~3) 
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その 400cmを超える枕地の処理には，適用したロータ

リ耕作業討機の作業1揺が 170cmであるので，周回数3 (( 

170cm一重複 15cm)x 3 =465cm > 400cm)の崩り作業が

必要となる。ロータリ耕の隣接行程聞の作業重譲11I高につ

いては，XNAVの航法データに基づくロボットの位置決

め精度が土 5cm以内と想定し，ロータリ耕作業機の作業

幅 170cmに対して，往復作業時が 10cm，周り作業時が

15cmを確保することとした。贈り作業時の重複i揺を大き

めに設定したのは，先に行う往復作業における 180
0

旋回

や拐返し，幡脊せにより枕地のほ場面が荒れていること

を想定したためである。

この作業経路の構成，設定においては，実際の作業経

路の最終終了位置となる 3周自の帰り作業の終了位置を

ほ場の出入口付近として，作業重複輔が 15cmとなる 3

周の周り作業経路を作業医闘の外周位置を基準として設

し，その周り作業領域を作業区間全体から差し引し、た

領域を往復作業領域とすることとした。 3周自の周り作

業の終了位賓をほ場の出入口付近としたのは，作業終了

位霊からロボットをほ場外へ移動する際の移動距離を短

くするためである。

この作業経路の設定方法では，周り作業領域を作業区

画全鉢から差し引し、た往復作業領域を，作業重援をどの

ように振り分けて往復作業を行うかについてはいくつか

の選択肢が考えられる。その選択肢と往復作業行程の経

路設定方法は第4主主の 4.1項に記述する。

3. 2. 3 作業区画2情報の敢得・記録(ティーチ

ング)

前項の作業経銘を構成・設定し，また作業経路上のロ

ボット作業を行うためには，作業区画の大きさや向きの

博報を得る必要があり， XNAVを適用した作業では，イノド

4辺のXNAVJA襟系の位農情報と，区癌4辺に平

行な方向の情報を取得する。その方向の情報は往復作業

や周り作業におけるロボット作業の基準方向となるお)。

この作業区間に関する情報を取得，記録する手順を，

ロボットへの作業区間'清報の fティーチングj と呼んで

おり，最外局の周り作業経路(図 3-2の 11→12→13→

14)上を，ロボットをマニュアル連転により一層する開

に必要な清報を取得して，ティーチングを行うこととし

た。そのマニュアル運転による一周走行を「ティーチン

iま場(作業)I芸匿
② Af2 

日 f12EJiQ

13 

O3 Ol-め:走行方位 一I!
/区ヨ

、 14
O4 Iy= Yl~ 

④ 
升ヘ14

思 3-3ティーチング走行経略と取得・記録構報

グ走行」と呼ぶ。

実擦には， 3.2. 1項で記したように，矩形区間の長辺

方向が鹿標系のX軸と玉向子，短辺方向がY軸と平行にな

るように XNAVを設定したよで，ティーチング走行にお

ける各辺に沿う走行中に， XNAVの位置情報と TMSの進

行方位博報を棺当数サンプリングして，その平均値から

作業区福情報を取得，記録する。このティーチングのた

めの走行経路と取得・記録清報を図 3-3に示す。また，

ティーチングのための作業ソフトとオベレータによる

jl闘の詳細は 3.4.1頃に記す。

作業区障の位置情報については， XNAVのJA.標系にお

ける区画4辺の位置鹿楳が分かれば，必ずしもティーチ

ング走行を行って取得する必要はない。しかし，区画の

向きに応じた作業の基準方向に関する博報については，

ティーチング定行中の TMS出力から取得する方法が，取

得情報の再現性の点から，またTMSによる方位計測にお

ける磁気環境補正値の取得・更新が行えること (3.4.1 

項の 2)に記載)から望ましいと考えられる。

ティーチングは，通常，ひとつの作業区間において初

めて作業を行う前に一定行えば良い。ただし， XNAVに

より計測される位量清報の座標系と作業区闘の関係が変

わった場合や，ロボットの著磁状態に変化が見られる場

合には，改めてティーチングを行って作業区岡情報の更

新と磁気環境補正鑑の更新を行う必要がある。

3. 3 作業ソフトの構成

ロボット作業を行うための作業ソフトはコンどュー

タ・プログラムとしてメインコントローラに読み込み，
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される。当初は，そのほとんどを MS-DOSベースの

C言語で記述し，車両コントローラとの通信部分などの

一部はアセンブラ言語により記述，作成した。その後に，

Windows95ベースのC言語によるものに変換した。

3. 3. 1 タスクの分割と構成

作業ソフトにより実行される作業の範囲は，作業区画

の情報を取得・記録するティーチングの実施またはティ

ーチング或実施の場合の作業区間靖報の読込みから，ロ

ボット作業完了後の終了処理までとし，図 3-4に作業ソ

フトの全体構成を示す30)。作業ソフトは，ティーチング

とその結果得られた作業区間情報から作業経路の設定を

行う「タスク・プランニング音色と，設定された作業経

路上の走行，作業を遂行する「走行・作業制御部」に分

割して構成した附 26)。

タスク・プランニング部は，作業区蕗靖報を取得しロ

ボットに教示する「ティーチング・モジューノレJ，読込ま

れた作業誌面情報から作業経路を生成する f作業計画モ

ジューノレj から構成した。走行・作業制御部は，ほ場出

入口付近の停車位寵から往復作業の開始位置まで移動す

る 走lモジューノレJ，周り作業の領域以外を往復作業

する f往復作業モジューノレJ，往復作業の終了位置から周

り作業の初期位置まで移動する f空走2モジューノレJ，そ

して枕地部分を含む区間周辺部を 3屑の周り作業によっ

て処理する「周り作業モジューノレj に分割，構成した。

以下に，作業ソフトの詳細とオペレータによる設定等

の手)1関及びロボットの動作を，構成毎に示す。

走行・作業

総街1部

図3-4 作業ソフトの全体構成約

3. 4 タスク・プランニング部

3. 4. 1 ティーチング・モジュ…ル

ティーチング・モジューノレは， 3.2.3項の図 3-3のよ

うに，図中の「始」位寵からオペレータがロボットをマ

ニュアノレ運転し，矩形の作業区麗の4辺①(境界An)""'④ 

(境界Af4)に沿う外周経路上を走行する間にロボットの

位置情報と進行方位慢報を計測し，作業区間'情報を演算，

記録するプログラム・モジューノレで、ある。

1)ティーチングの手)1顎とソフトウエアの流れ

オペレータによる操作を含むティーチング・モジュー

ノレのフローチャートを関 3-5~こ示す。実際のティーチン

グにおけるオベレータが行う手)1僚と作業ソフトの流れ

([ ]内)を，以下(i )""'(唯)に示す。

(i)作業ソフトを起動，ティーチングを行うモードを

選択し，ティーチングの結果である作業区離博報を

記録するファイノレ名を入力する。

[ティーチング・モジューノレへ分岐，位置・方位情

報の取得状態の確認、，ティーチングの実施手l棋の

表示]

(証)ロボットをマニュアノレ運転し，関 3-3の外周経路

11上の辺①(境界加)に平行な走行状態になったら

ティーチング情報取得開始のキー入力を行う。

[情報取得開始のキー入力を受け，第 1ティーチン

グ行程の位置・方位情報の取得・記録を開始]

(iii)上記状態を維持して 10""'20m程度走行した後に

情報取得終了のキ一入力を行い，次の外局経路 12

へ向かう。その擦の走行経路は任意。

〔情報取得終了のキ一入力を受け，イ立震情報は記録

植の平均を計算，方位情報は記録値を保存，次の

情報取得開始のキー入力を待つ]

(お)外周経路12上の辺②(境界A包)に平行な走行状態

になったら，ティーチング情報敢得開始のキ一入力

を行う。

[ ，情報取得開始のキー入力を受け，第 2ティーチン

グ行程の位置・方位情報の取得・記録を開始]

(v)上記状態を維持して 10""'20m程度走行した後に

情報取棒終了のキー入力を行い，次のタト周経路 13

へ向かう。その捺の走行経路は任意。

〔構報取得終了のキー入力を受け，位置J情報は記録



松尾・行本・山本・野口:ロボットトラクタの開発 25 

図3-5 ティーチング・モジュールの流れ

{症の平均を計算，方位情報は記録{誌を保存，次の

博報取得開始のキー入力を待つ〕

( vi)上記(iv)，(v)を，第3，第4ティーチング行程に

対しでも行う。

(vii)第 4ティーチング行程での情報取得終了のキー

入力後，一旦停止し，取得・演算されたティーチン

グ・データ，つまり作業区間博報を確認し，ティー

チングを終了する。

[情報取得終了のキ一入力を受け，第 4ティーチン

グ行程のデータ処理を行った後，全取得データの

処理を行って作業区画'陪報を算出し，その表示と

ファイル保存を行う]

2) ティーチングにおけるデータ敢得と処理

ティーチング走行中の位置情報と方位情報の記録は，

オペレータがロボット上コントローラのキー入力を行う

ことにより開始され，次のキー入力により終了される。

その計調・記録の周期は，位置清報が航法システム

XNAVの位置情報更新周期である約 0.5s，方位情報が約

O.lsとしており，ティーチング走行の必要距離，時間は，

マニュアル運転による走行速震を 0.5~ 1.0m/s 程度とし

て，距離 10m，または 10秒程度行なえば十分である。そ

のティーチング走行は，ロボット作業の領域とその進行

方位に関する情報を高精度に取得するために，最外周の

作業経路上，つまり作業区画の外周辺に対し作業輔の半

分内側で外周辺に平行な経路上の龍進走行をできるだけ

う必要がある。ただし，情報の記録開始のキー

入力から記録終了のキー入力までの区間以外では，ティ

ーチング走行の経路や速度は任意で、あり，作業区商の角

部はショートカットする，また速度を上げて走行するこ

とに問題はない。

ティーチング走行中に取得・記録された位置情報につ

いては，ティーチング行程毎に平均値を求めて作業区間

情報を得る。矩形の作業区間と XNAVの位震鹿;擦の座標

系は， 3.2.1項で述べたように，区簡の長辺，短辺方向

がX軸， Y軸方向と平行な設定としており，ティーチン

グ走行中のX鹿標値またはY座標値の平均髄から最外周

の作業経路 11~14 の位置を求める。関 3-3 に示した経

路 11~14 の位置を)l院に x=えも， y=ぬ， x=X1， y=Y1とし，

作業区画①(境界 Afl)~@(問加)の位置を)1頃に x=XIfJ， Y 

=均 x=泊 '1，y=ぬとすると，作業幅W(ニ170cm)で，

Afl.x XbO Xo + W/2 

Aロ.y 目。 Yo… W/2

Aぉx Xb1 X1 -W/2 

Af4.y }も yl+ W/2 

となる。

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

なお，区画や経路，位置などを示す記号や変数の添え

宇の末尾に I.xj あるいは I.yj を付した。これは，座

標系としてX鹿標値あるいはY座標値に係わる値を持つ

ことを示しており，例えば，末尾に仁xjが付いている

経路はX座標値によって決定されるもので， Y座標軸に

平行な経路を表している。

一方，方位情報についてはp 高緯度取得のためにTMS

の磁気環境補正髄をティーチング走行中に求め，その播

正舗による補正を行った後の方位情報から，限 3-3

したロボット作業の基準方位ム~内を求める。 TMSの

獄気環境補正値は TMSを搭載したロボットが持つ鍛気

がセンサ出力に及ぼす影響量であり，ティーチング時に

互いに直角方向である 11行程， 12行程， 13行程， 14行程

を走行中に TMS出力を取得し，その平均値から磁気環境

補正値を求めた。この方法は，第2章の2.3. 2項の 2)

に記述した簡易な方法を，置交する 4方向にロボットを

向けた方法に拡張したものである。
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3. 4. 2 作業計画モジューjレ

作業計癌モジューノレは，ティーチングにより取得，

録された作業区臨情報に基づき，ロボット作業の走行・

作業経路や作業開始/終了位置などを生成，設定するプ

ログラム・モジューノレで、ある 23)刻。

この作業計画モジューノレで、生成・設定するものは，往

復作業と周り作業における作業経路の位置，及び経路上

の走行と作業の開始/終了位置，作業をしない移動走行

の停止佼置などのイベント位置である。これらのイベン

ト位龍は，作業の開始/終了などを作業区画上の位賓と

して設定したもので，実際のロボット作業における餌々

の動作の開始や終了では，航法システム XNAVの計測基

準位置である光反射探識とロータリ耕作業機の作業部な

どとの位置関係を考慮して，動作の開始や終了を行う必

要がある。

横行のロータリ耕作業に準じた標準作業法における作

業経路を図 3-2に示したが，ここで一部修正した図 3-6を

もって，以下に，その作業経路やイベント位誼の設定方

法を詳述する。

1)癌り作業領域と往援作業領域

作業経路の生成，設定では，作業の終了位置である 3

周目の周り作業の終了位置をほ場の出入口付近として，

3周の周り作業の経路をまず設定する。そして，その作

業経路による周り作業領域をほ場全体から差し引いた領

域を往復作業領域として，適当な重譲中高で往複作業を行

う行程数と経路を設定するようにした。

ロボット作業の終了位置をほ場の出入口付近としたの

は，作業終了位置からほ場を出るまでの空走距離をでき

るだけ少なくして既作業墳を荒らさないようにするため

である。

作業経路を決める婆素のひとつで、ある隣接作業行程の

作業重複幅については，航法システム XNAVの検出位置

構報に基づくロボットの位置決め精度が土 5cm以下で

あることを前提に，往復仲業における重複幅は 10cmと

した。周り作業では，往復作業における 180
0

旋回によ

り路面が荒れている枕地が作業経路となるため，、

複幅をやや大きめの 15cmとした。

まず，図 3-6のほ場匹画①(境界An)""④(同 Af4)位置

を)1頃に x=Xw，y=J匂，X=Xbl， y= Yblとし， 3J需の周り作

X 

日吋ー:作業経路 ....・H ・非作芸義経路(旋回，橋寄せ等)

図3-6 標準作業法の作業経路ωお)

業の作業震被I揺を dr(=15cm)，周り作業領域の内のり

Arl.xへ'Ar4.yの位置を)1顎にがえ子0，y=}子0，x=え~'l ， y=J干し

作業幅 Wとして，

Arl.x XrO える0-3(W dr) dr 

ご之えるo-3W +2dr (3.5) 

Ar2.y ~.o 始。 +3(W-dr)+ch 

=泊。 +3W-2dr (3.6) 

Ar3.x 必・えbl+ 3(μ/-dr)+砂

ェえる1+3W -2dr (3.7) 

Arl.y : }会 均1-3(W -dr)-dr 

ェ均1-3W +2ch (3.8) 

となる。

次に，周り作業領域と往復作業領域との作業重複1臨も

dr (=15cm) として，往復作業領域の境界線(タトのり)

A山 ""-'A礼 yの位置を慣に xニえら0，y= Y;.o， x=)むし

y=Ysl とすると，

Asl.x Xso )(i，o -3W + 3dr 

z え尚一 3(W-dr) 

As2.y Yso 品。 +3W-3必

= }令。 +3(W -ch.) 

As3ょ : 品 Xbl+ 3W -3dr 

= Xbl + 3(W -dr) 

As4 .y Xs 1 Yb 1 -3W + 3ιb 

= Ybl -3(W-a千)

となる。

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 
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2)往復作業の作業経路と作業開始/終了位置

上記の式(3.9)"-'(3.12)から，往復作業領域の長さんと

縛Ly(L，孟Ly)は，

Lλ =品。一え主1=えるo-Xb1 -6(W -dr) 
Ly =}会l一品0=日1-}もo-6(W -dr) 

(3.13) 

(3.14) 

となり臨んを行韓数八ら作業重鎮帳をの (=10cm)

で控復作業する場合，

人ら = INT ( Ly / (W -d 0 ) + 1) (3.15) 

(INT( )は小数部分を切り捨てた整数を求める関数)

となる。

ここで，往復作業の作業重複I掘を 10cm以上の d とし

て，一定の作業ヒ。ッチ併により作業を行う場合は，

vvら=Ly /んら

c会 =W-f仏

(3.16) 

(3.17) 

となり ，j行程自の作業経路 RS7(j)は作業ピッチ泌を

用いて，

RST(j).y =日o+ 3(W -dr) + W / 2 + (j -1) wc 
(1;;五 j;;五八必 (3.18)

となる。

往復作業の作業経路としては，この能に，往後作業の

1行程から最終行韓の 1つ前まで、の作業重複l揺を 10cm

で作業し，最終行経の作業重棲!隔を 10cm以上として調

整するパターンや，結果として往復作業領域が大きくな

るが，第 1行程から最終行程まで重複幅 10cmを維持して

作業するパターンなどが考えられる(第4章の 4.1. 1凄)。

往復作業の作業開始位置と終了位置については，往復

作業領域の短辺倒jの境界線であり，その位置は式(3.9)， 

(3. 11)のんl.x，A山となる。

この位置は作業区画上の座擦位置であり，作業を開始

/終了するための動作位置としての作業機降下/上昇操

作位置は，ロボット上の光反射標識とロータジ耕作業機

の作業部中央までの進行方向距離と，作業機の降下操作

を行って作業機が下位置(作業位霞)に蜂りるまでの時

間に移動する距離を考慮する必要がある。

その光反射標識とロータジ耕作業機の作業部中央まで

の進行方向距離を lrm，作業機が降下するまでの時間に

移動する距離を Ddlとすると，往路と復路における作業

機の降下操作位置 PSGs.x，PSBs.xと上昇操作位置 PSGe.x，

PSBe.x ~土，

<往路(図 3-6の奇数行程) > 

PSGs.x え加 -3(W -d.) -lrm +ρ'dl 

PSGe.x える1+ 3(W-o千)-lrm 

<復路(図 3-6の偶数行程) > 

PSBs.x える1+ 3(W -dr) + lrm -Ddl 

PSBe.x えるo-3(W -dr) + lrm 

となる。

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

なお，Ddlは作業機昇降のための油圧の絞り程度や機

関回転数，走行速度により，数値が変わるパラメータで

ある。

一方，車両の走行制御を行うよで必要となる往路，後

路の宮中票方位 φSGd， φSBd I土， 3.4.1項の 2)のティー

チング走行で取得した基準の進行方位o1 "-'ムのうち，

長辺方向の方位を使用する。

<1主路> OSGd = φ2 

<復路> φSBd φi 

(3.23) 

(3.24) 

3)註復作業の前の空走 1と後の空走2の走行経

路

1は，ほ場の出入口付近のロボット作業の開始位

ら最初の往復作業の経路までの移動のための走行で

ある。短辺①(境界An)に近い区画内の開始位置に長辺方

向に向いて停車しているロボットは，作業の開始指令を

受けた後に空走 1として，図 3-7において，

(i)停車位置の短辺①からの距離により一旦前進ま

たは後進を行い(③)

(註)右 90
0

の前進旋回を行い(⑤)

(ui)短辺①に平行な経路を作業開始位置方向に向け

て直進走行し(@)

Civ)毘 3-6の行程番号1の往復作業経路(式(3.18)の

j= 1の経路)に乗るべく左 90
0

前進旋回を行って

(⑥)停止し

(v)その後所定の距離後進して(⑤)停止する
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までを行う。なお， 1における 90
0

旋自は，旋回場

所に余裕があるので片ブレーキを尼いない旋回を行う。

空走 1における(i )の前進，後進について，上記(五)

の右 90
0
旋回の開始位置を基準位置 hl11.x として，作業

開始時の停車位置がその基準位置より 50cm以上前方で

ある場合は基準位置まで後進し， 50cm以上後方である場

合は基当皇位壁まで前進する。この前進または後進は，ロ

ボットの停車位置が前方過ぎて，空走1の旋回位置や走

行経路が詮復作業領域内で、行われ，往復作業領域内のほ

場面が荒れることを避け，また後方過ぎて空走 1が区画

境界付近で行われることを防ぐために行う調整である。

基準位霞んl1.xは，上記(iii)の経路fGl1.xを短辺①から

距離 200cmの位置とし，その経路上走行の自標方位を

φII ，片ブレーキを用いない 90
0
前進旋回の旋回半径を

fめとすると，

R11.x )(bO 200 

φ11φ1  

P.II1.x fGll.x + JTO 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

となり，上記Civ)の左 90
0
前進旋回の開始位置 hl12.v

は，

P112.y RST(l).y + 1γ。
}'iJO + 3(W -0シ)+ rや /2+ Tro (3.28) 

となる。

境

界

ほ
場
出
入
口

:①~①;誌がのタス互:

図3-7 空走1の定行経路

上記(v)の左 90
0

旋回後の後進は，行程番号1の註復

作業の作業開始位置までに，その経路上の進行横方向の

位置を合わせる前進幅寄せの走行距離を確保するための

後進であり，以鋒の往復作業における行程端での 180
0

旋回後の後進と同じく，後進距離は 150cmに設定した。

空走2は，i主復作業の終了位置から周り作業の開始位

置までの移動のための走行である。周り作業の作業経路

は次項4)で述べるが，最外周から周り作業を始める場

合の最初の屑り作業経路(悶 3-6の経路 11)の開始位置

はほ場の出入口付近の一隅とし，反時計四りの 3周の周

り作業の終了位置つまり経路 34の終端位置もその一隅

に近い位置とする。往復作業の終了位置は往復作業の行

程数が奇数の場合と偶数の場合で異なり，以下に，場合

分けをして空走2の経路を述べる。

a)行謹数八必が奇数の場合

式(3.15)の行程数/泌が奇数の場合は，最終の往復作

業の終了位置が周り作業を開始する位置の反対側の短辺

倒となるので，図 3-8において，

(i)往復作業の終了位置から 180
0

旋回を行い (@)

(註)旋間後の位置を経路とする走行により周り作業

の経路 11の位置に達するまで，つまりロボット前端

が短辺①に達するまで空走直進して((6))停止し

(副)所定距離後進した(@)後

(iv)最外周の周り作業経路 11に乗るべく左 90
0

前進

旋田を行って(⑥)停止する

までが空走2となる。なお，空走2における 180
0

旋回

では片ブレーキは使用しない旋回を行い，90
0

旋屈は，

ほ
場
出
入
口

⑤ 

"
h
J
m
 

一ス一
一h
f

一

一の一
一中一

一文ト
一本一

↑は一明@-
…③一

臨 3-8 空走2の定行経路
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周り作業における行程間の 90
0

旋回と同様に，片ブレ一

三?を使用しての旋回としている。

空走2の経路とイベント位置について，(ii)の誼進走

行経路 RA2.yと目標方位向2，その停止位置PA2l.x，及び

ロボット前端から光反射標識までの進行方向距離を ifm，

180
0

旋回は旋回半径 Froの倍の旋回が行われるとして，

RA2.y 見1-3(W -dr) -W / 2 + 2 rro 

φA2 供

PA21.x XbO -Jffn 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

(iii)の後進と(iv)の900
旋屈は，3.6.4項の1)の外周

90
0

旋回制御に従って行う。

b)行程数 Ncが偶数の場合

行程数八必が偶数の場合は，往復作業の終了佼誼が周

り作業の開始位置の近くであり，往復作業の終了後，そ

の経路のまま臨進走行し((j]))，位置 R犯l.xに達したら，

上記(iii)の後進(@)，左 90
0

前進旋回(④)を行って停

止する。

4)周り作業の作業経路

矩形のほ場IZ闘の各辺①(境界Afl)"-'④(問Af4)に平行

な経路を 3周する周り作業の作業経路を，作業輔が問

隣接行躍の作業震援i憶が dr(l5cm)として，図 3-6の行程

完IJに記す。なお，下記の作業行程の式に含まれるインデ

ックス kは，周り作業の周囲数を示し，例えば，図 3-6

の11行桂， 21行程， 31行程の行理番号の前額JJの値1，2，

3がkとなる。

a) 11， 21， 31行程

長三酉Aflに平行な作業行程 11，21， 31の経路及び自壊

方位 φRDlは，

経路 : RRD(k )1.x =えるo-W/2 

一(k-1)(W-c昔、) (3.32) 

目標方位 :φRDl φ ( 3 . 3 3)

ロボットの位置ベースで見た作業の関女合位置 PRDkls.y，

終了位置 PRDkle.yは，

11行程， 211子程が，

PRDkls.y 拾 1- Jrm 

PRDklθ.y 目。 +2(W -dr) -Jrm 

31 行程が，

PRDkls.y 九1- (W -dr)ーか71

PRDklθ.y 目。 +3(W -dr) -Jrm 

となる。

b) 12， 22， 32行程

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

区間Af2に平行な作業行程 12，22， 32の経路及び目標

方位φ仰は，

経路:RRD(k)2.y = YbO + W / 2 

+ (k -1)(W -dr) (3 . 38) 

自諜方位 :φ RD2 の (3.39) 

ロボットの位霞ベースで克た作業の開始位置 PRDk2s.x，

終了{立置 PRDk2e.xは，

12行程， 22行程が，

PRDk2s.x えbO-Jrm 

PRDk2e.x λbl + 2(W ch.) Jrm 

32行予呈が，

PRDk2s .x XbOー (W-dr) Jrm 

PRDk2e.x えbl +3(W-dr)-.hm 

となる。

c) 13， 23， 33仔程

(3.40) 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

区画Af3に平行な作業行経 13，23， 33の経路及び詰探

方位φmは，

経路:RRD(kh.x = Ybl + W / 2 

+ (k -1)(W -dr) (3 . 44) 

目標方位 :φRD3 φ3 (3.45) 

ロボットの位置ベースで見た作業の開始詑置 PRDk3s.y，

終了位置PRDk3e.yは，

131子手呈， 23行手呈が，

PRDk3s.y 見1+ .hm (3 . 46) 

PRDk3e.y 日0-2(W-ch.) + Jrm (3.47) 
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33行程が，

PRDk3s.y 目。 + (W -dr)十 lrm

PRDk3e.y Ybl - 3(W -dr) + lrm 

(3.48) 

(3.49) 

となる。

d) 14， 24， 34行轄

区間 N4に平行な作業行程 14，24， 34の経路及び目

標方位向1)1は，

経路:RRD(k)4.y =払l-W/2 

-(k-1)(Wーとか) (3.50) 

目擦方位 :φRD4 仰 (3.51) 

ロボットの位寵ベースで見た作業の開始位置 PRDk4s.・

終了位置 PRDk4e.xは，

14行程， 24行程が，

PRDk4s.x える1+ lrm 

PRDk4e.x XbO -2(W -dr) + lrm 

(3.52) 

(3.53) 

34行程が，

PRDk4s.x える1-ト (W -dr) + lrm 

PRDk4e.x え10-3(W -ch.) + hm 

(3.54) 

(3.55) 

となる。

なお，最外周である外周 1の行程 11'"'-'14とその内側

の外周 2の行程 21'"'-'24における作業の終了位震は，

終的な作業ソフトでは，上記式による終了位置より作業

重接楢が若干大きくなる fロボット前端が前方の区画境

界に達した位置」としている。これは，ほ場の四隅付近

はほ場の表面が荒れている場合が多いことを想定し，

作業部分を植力作らないための対応である。また，周り

作業の最終行程である 34行程の経路については，往復作

業の重視揺を最終行程まで、終始 10cm一定で、行った場合

には，往復作業の最終行程との作業重捜揺が大きくなる

場合があり，その場合には， 34行謹の経路を未作業領域

の中央とする選択肢がある。

3. 5 走行・作業制御部

前項のタスク・プランニング部で計画・設定した走行・

作業経路上の龍進走行や，次作業や次経路へ移るための

旋回，移動，幅帯せ，作業機の昇降などの走行制御や作

業制御を行う走行・作業制御部は， 3.3.1項で述べたよ

うに， r空走1モジューノレJ，r往復作業モジューノレJ，1空

2モジューノレJ，及び「周り作業モジュールjによって

構成し，各モジューノレは f前進直進制御jや「後進直進

制御J，1180。旋回制御J，1 90
0

旋自制御」等のための共

通ルーチンにより構成するようにした。

以下に，各モジューノレの概要と流れを述べ，構成する

共通ルーチンは []で記す。共通ルーチンの機能や特徴

などは 3.6項に述べる 27)紛 15)。

3. 5. 1 空走 1モジューjレ

lは， 1ま場の出入口付近のロボット作業の開始位

置から最初の往復作業の経路までの移動走行である。

1を実行するプログラム・モジュール「空走1モジュ

ーノレJの走行経路とフローを図 3-9に示す(走行経路図

は図 3-7と冊じ)。

ほ場の出入口付近に長辺方向に向いて停車しているロ

ボットは，作業の開始指令を受けた後，

( i )停車位置の短辺①(境界 Af1)からの距離に応じて

且前進，または後進を行い 功[前進直進制御1

{後進誼進制御}

(註)右90
0

の前進旋回を行い功{前進90
0

旋回制御}

(出)短辺①に平行な経路を作業開始位置方向に向け

て産進走行し

=今{前進直進制御}

往復作業の
開始位鐙

開1予
境
界

密 3-9 空走1モジュールの走行経路とフロー
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(お)閣 3-6の行程番号1の往復作業経路，つまり式(3.

18)のj=1の経路に乗るべく，在 90
0

前進旋聞を行

って停止し =今{前進90
0

旋回制御]

(v)その後所定の距離，後進して停止する 功{後進

度進制御}

までを行う。

回制御}

である。

3. 5. 3 往後作業モジュール

往復作業は，作業区画周辺部の周り作業領域を除く往

復作業領域内を，事前に設定した作業経路に沿って往復

作業するものである。枕地での 180
0
旋部を含む一連の

往復作業を実行する往復作業モジュールのフローチャー

トを閣 3-11に示す。

その主な流れは， 3.5.1項の空走1に引き続いて，

(i)図 3-12の経路 1の往行抵経路上を嬬寄せを行

いながら前進し，作業開始

位置から終了位置まで、を前進誼進・作業する =寸前

進直進制御}

(長)作業終了後に反時計四りの 180
0
旋屈を行う

斗 [180
0

旋開制御}

(iii)関 3-12の経路 2の復行手封空路上を，幅寄せを行

いながら前進し，作業開女合位置から終了位置までを

前進直進・作業する =今{前進主主進制御]

Civ)作業終了後に時計回りの 180
0
旋関を行う

ご今 [180
0

旋回制僻}

を繰り返す流れとなる。往復作業が往行程つまり奇数行

程で終わる場合は(i )で終了し，復行桂つまり偶数行程

で終わる場合は(iii)で終了して， 3.5.2項の空走2が行わ

れる。

3. 5. 2 空走2モジュール

2は，往復作業の終了位置から周り作業の開始位

での移動のための走行である。 2を実行するプ

ログラム・モジューノレ「空走2モジューノレj の走行経路

とフローを図 3-10[こ示す(走行経路図は図 3-8と同じ)。

往復作業の終了位置は，往復作業の行程数が奇数の場

と偶数の場合で異なり，行程数が奇数の場合は以下の

( i )から，偶数の場合はは)のイ.から空走が行われる。

その流れは，

( i )行程数が奇数の往復作業終了位置から 180
0

旋回

を行い斗 [180
0

旋田制御]

(益)のア.旋回後の位置を経路とする走行によりロボ

ット前端が区画境界①(境界人口)に至るま

進して (iii)へ功{前進直進制御]

(五)のイ.行程数が偶数の往復作業終了位置からロボッ

ト前端が区酷境界①に至るまで空走藍進し =今{議

選直進制御]

(温)所定距離後進した後，最タト周の周り作業経路 11

に乗るべく友 90
0

前進旋回を行う司[前進 90
0

旋

往復作業の

@ 

① 

@ 

ほ
相
場
出
入
口

@ 

関与10 空走2モジュールの走行経路とフロー 図3-11 往復作業モジュールのフロー30)
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X 

始
/
終

一吋ー:作業経路 ………:非作業経路(旋毘緩寄せ等)

図3-12 標準作業法の作業経路(再図 3-6)ω23)

3. 5. 4 罵り作業モジュール

周り作業は，上記往復作業及び空走2に続いで行う 3

周の外周作業であり，枕地を含む往復作業領域の外側を

区盟副互に利子な作業により区画全部の処理を完結する

作業である。区間の四隅での 90
0
旋回と前進，後進の耀

寄せ走行，及び区間4辺に平行な進作業を行うノレーチ

ンから構成される周り作業モジューノレのブローチャート

を図 3-13に示す。

周り作業の援行)1慎は区間境界に沿う最外周の作業を最

初に行い，JI頃次内観JJの周り作業に進む)1慎を標準としたが，

内側の局り作業から始める方法や，最外周の贈り作業は

手動運転により行うべく省略する方法も選択可能とした。

以下は，最タト周を最初に行う標準のj寄り作業の手)I[翼・

流れであり， 3.5.2項の空走2に続いて，

題3-13 障り作業モジュールのフロー

(i)圏 3-12の行程経路 11上に乗るべく，間経路の位

と自標方位に対する位置偏差と方位偏差が基準値

以下になるまで前進幡寄せを行い，その後，作業機

位寵が区画境界③(境界Ar4)の位置になるまで後進

幅寄せを行って停止する 斗 [1幅寄せ制御]

(誼)その捧止位置から，ロボット前端が区画境界②

(境界Ar2)の位置に達するまで，経路 11上を前進藍

進・作業する =今[前進直進制御}

(ili)所定距離一後進して停止する

二今[後進産選制御]

(iv)次の行穂経路 12に乗るべくtL900

前進旋回を行

って，幅寄せ1と幅寄せ2を行う，二今{前進90
0
旋

回制御]， [It高寄せ制御]

を，繰り返して最外周である外周 1の周り作業が行われ

る。

次に行う外周 2の周り作業への移行では，上記(ili)の

後進距離を長くして， (iv)の行程経路21に乗るべく

90
0

前進旋間へと進む。次の内周の周り作業への移行も

|薄様に行われる。周り作業における度進作業行程の作業

開始位置は，タト周 1とタト周 2では，作業機位置がロボッ

ト後方の思間境界となる位量であり，内周では，作業機

位霞が外周 2による作業境界から 15cmの作業重複分を

確保した位誼とした。作業終了位置は，経路計画上では，

その後の照り作業で処理する領域または既に行われた周

り作業で処理された領域から作業重複 15cmを確保した

となるが，外馬 1と外周 2の腐り作業では，

，複i揺を若干大きめとして，ロボット前端が前方の区酪境

界の位置となる泣霞とした。

3. 6 走行・作業のための共通ルーチン

上記の各モジューノレを構成する共通ノレ…チンは，走行

経路の位置や走行，旋回の目標方位，作業の開始位壁，

終了位置などのパラメータを巧i数」として与えること

により，前進や後進の直進走行・作業，旋回，幅寄せが

状況に応じて行われるプログラム単位である。以下に各

ノレーチンの機能や特徴を記す 27)お)。

3. 6. 1 前進直進制御ルーチン

前進註進制御ノレーチンは，現在位置から所定の走行終

了位置までの間，ロボットが目標の走行経路上を， 自襟



松尾・行本・山本・野口:ロボットトラクタの開発 33 

の進行方位を維持して前進の護進走行が行われるように

操舵を行い，また所定の位置で作業が行われるように，

作業機の昇降，機関回転数の上げ下げ，走行/停止のシ

ャトル変速の切替えなどを行うルーチンである。本ルー

チンの実行において，上位の階層から与えられる主な引

としてのパラメータは，走行の開始/停止位置，走行

経路の位置と自標進行方位，作業の開始/終了位置であ

令。

3.5項の各モジュールにおいて，旋回後に前進し

てロボットを居標経路上で自標進行方イ立に向ける誘導，

つまり幅脊せを行う場合があるが，この前進幅寄せ持の

操舵制御も，制御当初の自探経路や目標進行方般に対す

る備蓋は大きいものの本項の前進寵進制御と同じ制御方

法を適用して行う。

ロボットに目標経路上の誼進を行わせる方法は，これ

までの車両の直進制御研究において， PID制御器のよう

な線形のものからファジィ制御やニューラノレネットワー

クなどを適用した非線形なものまで数多く提案されてい

る。乗用車に比べて低速で，操舵角が大きい農舟車両の

誼進制御に線形な制御器を使用する場合には， 間諜経路

に対する進行横方向の儒差の大きさに応じてゲインを変

更することが安定的な直進制御を維持する上で必要とな

る。これは，農用車両の動きを線形で取り扱うことが難

しいことを意味する。

このような理由から，本研究におけるロボットの直進

l シャトル停止 明 i

画
図 3-14 前進麗選制御ルーチンのフロー紛

のための操舵制御では， 自諜経路に対する横方向備差が

小さい場合から比較的大きい場合まで，ひとつの制御系

で対応できる非線形な制御系を構成した。題 3-14に示し

た直進制御ノレーチンは，作業を伴う走行制御のフローで

あり， XNAV からの位置データと地磁気方位センサから

の方位データに基づいて，操舵制御値を決定する。ただ

し， XNAVからの位置データが正常に受信できない場合

は，数秒間方位データのみによって走行制御を行うよう

にして，ロボット作業ができるだけ継続的に安定的に行

われるようにした。なお，位置データと方位データ

づく操舵の制御周期は0.5sに設定した。

位量データと方位データに基づき，目標進行方位を維

持しつつ目標経路上を前進薩進する操舵制御期は，閣 3-

15に示したジオメトリにおいて式(3.56)を用いた。農用

車両の場合，横方向鏑楚LIr (t)に対して必要舵角は飽和

する特性を有する。この技術的根拠は，農用車両の運動

に関する逆モデ、ノレをニューラノレネットワークによって向

定して，制御器を設計した研究にみられる 1ヘすなわち，

農用車両の場合，舵角に対して主主輪のコーナリング、フォ

ースが非線形に変化し，その変化により発生する非線形

な横すべりを考慮、して制御器を設計することが必要であ

るとしている。車輪のコーナリングフォースは，操舵角

が大きくなるとその非線形な挙動が顕著となるため，修

正すべき横方向備差LIr ([)が大きくなると，操舵角に

制限を与える形の飽和特性を制御器(式(3.56) )にもた

せることにした。

目標方位 Od

ロボット方位 d
¥¥ぬ

4 
.J φ' 
γ~丸'

位置・方位 l

計測点

回標経路Fd

F積

損方向伎鑑r

3 
3 

LJFポ

中Y
略-巨襟経路一一中

闘争15 前進議進におけるジオメト1)30) 
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μ(t) =…0: I L1 r(t) dt 

-sxtanh(L1r*(t) )1 y) (3.56) 

ここで，O(t)は時刻 tにおける操舵角， tanh( )は双曲

線開数，ムメタ，yは制御ゲインであり，ゲインの値は実

験によって決定した。積分下限の時刻 Oは直進制御ノレー

チンに入った時刻で、ある。式(3.56)を離散形で表すと，

rJ;t = -0:2: L1nL1t-sxtanh(L1n y) (3.57) 

L1tは制御の時間単位(ステップ)であり， 1ステッブつ

は前述した制御周期 0.5sになる。国 3-15に示したよう

にL1r (t)， L1 φ(t)は時刻 tにおける目標経路 rd，目標

方位 rjJdとの偏差を示しており，式(3.58)"'(3.60)として

表される。

L1 r (t) = r( t) -rd 

A φ(t) φCt) -φd 

L1r*( t) = r*( t)一日

(3.58) 

(3.59) 

(3.60) 

r (t)， φ(t)は時刻 tにおける横方向位置と方位である。

式(3.60)中の r*(t)は図 3-15に示したように諜識位置

を距離んだ、け前方に変換し，操舵制御における進行方位

に基づく前進補償量として機能する。この前方距離んの

大きさも制御ゲイン同様，実験によって決定し，

r*Ct) =ーんsin(L1φ(t)) +rCt) (3.61) 

となる。

また，位霞データが正常に取得できなかった場合に，

地磁気方位センサからの方位データのみにより操舵制御

するために，作業速度 vを導入し，ロボットの横すべり

は無視して，操舵角は式(3.62)式によって計算される。

φ(t) = -0:' v sin ( L1φCt)) -β， L1 r (t) (3 . 62) 

方位データにより操舵制御する場合，ロボットの横方

向偏差L1rは方位データのみから推定する必要がある。

そこで，ロボットの横すべりをできるだけ発生させない

ように大舵角は与えないこととし，直進時の換舵角に-

lOO "'+ 10。の制限を与え，式(3.63)のヨ一角の変化から横

方向儲差L1r (t)を推定した。

む(t) = f v sin (L1 o ( t )出 (3.63) 

なお，積分の下限時刻 Oは位置データの取得ができな

くなった時点で、ある。離散形で表すと時刻 kにおける横

方向備差は式(3.64)のように表される。

L1Fk = v 2: sin ( L1φj) L1 t (3.64) 

また，微弱な地磁気を検出する TMSのデータ φ(t)に

はランダムノイズが混入するため，過去 400ms間の方位

データから，式(3.65)の平滑化フィノレタ(擬似的 RCフィ

ルタ)を構成し，算出された値を操舵制御のための入力

{直とした。

φt = 10/152: ((;+5)L1φjL1 t) (3.65) 

式中のステッブ iは現在の時刻 tから O.ls刻みで過

去に遡るインデックスである。

作業計聞モジュールで作成された作業の開始/

終了つまり作業機の降/昇操作や走行停止などの作業ス

ケジューノレについては，例えば速度 0.5m/sで走行・作業

中に 0.5s毎の位置データ更新に基づいて制併を行った

場合は最大 25cmの位置決め誤差が生じるため，デッド

レコニングによる位置推定により位置決めの補間を行っ

た。すなわち，産前の 2{立震から走行速度を計算し，位

タが吏新されるまでの間は，走行速度から O.ls

周期で、ロボット位置を推定することにより，作業スケジ

ュールとの比較に基づく位霞決めの精度を高めた。なお，

デ、ツトレコニングによる位置推定は，次の位置データが

取得されるまでの約 0.5s間であり，次に位置データが更

新されれば，デ、ツドレコニングで問題となる位置誤差の

累積はクリアされる。

3. 6. 2 後進覆進制御ルーチン

後進直進制1fr~は，現在位置から所定の走行終了位置ま

での間，ロボットが呂標の走行経路上を，目標の進行方

位を維持して後退の直進走行が行われるように操舵を行

うルーチンである。

この後進直進制御は， 3.5項の各モジュールの中
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で，旋回後の f所定距離後進して停止」の動作や後進し

て幅寄せする場合に用いる制御であり，本ノレ…チンの実

行における上位の階層からの主な引数となるパラメータ

は，走行の開始/停止位置，走行経路の位置と呂標進行

方位である。

この制御では，基本的に上記3.6.1項の前進i直進制御

と開じ操舵制御員Ijを適用し，前進直進制御における前方

距離んを考癒した制御の適用である式(3.61)を，後方距

1bを考慮した換舵制御長Ijが適帰される。 1aと1bの大

きさは実験によって決定しており，実際には，走行速度

0.5m/sにおいて 1b=3. Om， 1a =2. 5mと，1bが 1aより

若干大きい{症となっている。

後進主主進制御においても，位援データが正常に取得で

きなかった場合には，地磁気方位センサからの方位デー

タのみによる操舵制御を行うこととした。また，周り作

業における作業開始位置は後進走行の終了位置であり，

進行方向での高精度な位置決めが必婆であるため，

の前進誼進制御の場合と向様の位置決め方法を適用した。

3. 6. 3 180
0

旋田制御ルーチン

往復作業では，自標経路上の直進走行・作業が前進寵

選制御ルーチンによって行われた後に，180
0 1窪田に移

行する。 180。擁回の制御を行うものが 180
0

旋回制御ル

ーチンであり，その制御ノレーチンにおけるロボットの動

きとフローを圏 3-16に示す。

往復作業における行穏期限は，作業重接l揺をlOcmは

確保することとして 160cmまたはそれ以下となる。行稜

需隔 160cmの1/2である 80cmの半径で旋回を行うため

には，ロボット恵問の舵角最大で， r倍速ターンjと呼ば

れている旋回時前輪増速機構の機能と片ブレーキを手Ijか

せて旋回を行う必要がある。この旋回をフルスロットル

状態で行うと，目標の旋回角での旋回の終了，停止が高

精度で行えない可能性が高いので， 180
0

旋回は機関回

転をパートスロットノレ状態に下げて行うこととした。旋

回の経過・終了判断は，旋回による車両方位の変化であ

る旋回角を TMSIこより計測して行う。

ほ場内での 180
0 旋回では，路面条件やロボット

の性能から半径 80cmの旋回が行えず，それより旋回半

径が大きくなる場合が多い。そこで， 180。旋回では以

下の切返しを行うこととした。

の

z

n
u
Uコ
議

川
出
二
衡
計

nu一
一
往
卓
司

※ φd:次行設問穣方位

図3-16 1800

旋回制御における勤きとフロー 30)

その切返しは，旋回中の旋回角が 165
0

程度となった

時点で前進による旋由を終了し，その後，逆方向に操舵

して 1.5m後進する動作である。この後進における撮舵

角については，後進毘離1.5mにより車両の向きが 15
0

変わるようにすなわちこの切返し後に車両の向きが次

行程の目標進行方位わとなるように舵角を計算・決定

した。この切返しは，旋回後のロボット位震を次作業行

程の目標経路にできるだけ近づけるとともに，次作業行

程の作業開始位置までの前進幅脊せ距離を長めに確保す

ることも目的として実擁することとした。

なお，3.5.2項の走2モジューノレの(i )の 180
0

旋回

制御は，片ブレーキを用いない，旋胆角 180
0

までの旋

回を行う制御となる。

3. 6. 4 90
0

旋回制御ルーチン

90
0

旋回制僻は，上記3.5.1項と 3.5.2項の空走，及

び 3.5.4項の屑り作業のモジュールに組み込まれており，

3. 5. 1項の空走lにおける 90
0
旋回制御を徐き，旋回前

に所定距離後進する動作を行うこととしている。

旋回における条件として，3.5.2項の(iii)の90
0

旋践

と最外局である外賠 1の周り作業における 90
0

旋回で

は，区酉i境界の外側iに畦畔などが存在する場合も多いた

め，旋回中に右前車輪が区画境界からはみ出さないよう
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にする必要がある。また，その内側の外周 2の周り作業

における 90
0

旋回では，旋回の外側にある外局 1での既

作業域内にできるだけ者前車輪が踏み込まないようにす

る必要がある。一一方，最も内側の内周の照り作業では，

90
0

旋回の外側と内側に既作業域があり，その既作業域

内にできるだけ右前車輪と左後車輸が踏み込まないよう

にする必要がある。以下，外周 1と外周 2の周り作業に

おける 90
0

旋回を f外周 90
0

旋田J，内周の腐り作業に

おける旋田を「内周 90
0
旋由j と呼んで、，その特徴等を

以下に述べる。

1)外題 90。旋屈制御

外周 90。旋回では，旋回外側の区間境界に，または作

業重複i福を考慮した既作業域の内側 15cmの線までに右

前車輪が至らない旋回を行う必要がある。

閣 3…17，図 3-18において，これらの境界線を正面に

見た②の状態から，左向きの外周 90
0

旋回を最大蛇角で

行った場合，旋回半径を rt，旋回中心の座擦を 0(0，0) ， 

②における後車軸中，CA立置を目的， 0) ，旋回角 dの時

点での後車軸中，CA立置を Pe(xe，ye)，右前輪外側位置を

Pf(Xr， jI/)とすると，

X () = n cos (J (3 . 66) 

y 0 = -n sin (J (3 . 67) 

Xr Xoー jr sin (グ-y r) 

n cos (Jー jr sin ((J -y r ) (3 . 68) 

y r y 0 -1 r cos (θ-y r) 

= -n sin (Jー 1r cos ( (J -y r ) (3.69) 

となる。なお，lfは後車軸中心から右前輪外側位置まで

の距離， )ノfはロボット中心軸と距離 lfを示す線のなす

角であり ，rtは実験による測定値から決定し，lfと)/f

はロボット車両の諸元から以下のように計算される。

if =~ (((bwf+bf)/2)2 +んb
2
) (3.70) 

Y f = tan -) ( ( ( bJVf + br ) I 2 ) I 1，ω(3.71)  

式(3.69)において，yfが最小となる状況が，右前輪外

側位置が最も境界線に近づく状況となるので，

L = n sin (J + 1 r cos ((J -y r ) (3.72) 

この式の最大値分，旋回開始時点②の後車軸中心位置が

境界線から離れていれば，旋田中に境界線から右前輪外

側位霞がはみ出すことはない。

外周 90
0

旋回の前のロボットの動作は，関 3-17にお

いて，ロボット前端が境界線に到達した①で前進誼進作

業を終了，停止し，その後に②まで距離Lbの後進を行っ

てから前進の 90
0

旋回を開始する。その①から②への後

進距離Lbは，①における後車翰中心位置の Y座標値の絶

対値かを，式(3.72)の最大鑑Lmaxから減じた距離となる。

このようにして旋回前に距離 μ の後進を行うことに

より旋問中に境界線から右前輪がはみ出すことはないが，

旋回角が 90
0

まで、旋回を行った後のロボット位置は次

行手封窪路より内側となる。その旋回後のロボット位置は

次行砥経路より計算上約 65cm内fRlJとなり，その 65cmは

次項 3.6.5の幅寄せ量としては大きいものであるため，

以下の車両誘導を旋回の後半に組み込んだ。

その車両誘導は，タト周 90
0

旋回では旋田角 70
0

程度

まで最大舵角による急、旋回を行い，その後は，舵魚を戻

して前進によるI福寄せに移行する誘導である。これらの

密 3-17 外周 90
0

旋顕におけるロボットの勤き

/同

後車軸中心位置
=位震計測標識位霞

図3-18 ロボット車両のディメンジョン 30)
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外局 90
0 旋回の流れを閤 3-19に示す。なお， 90

0
旋回

も 180
0

旋回と向様，急旋屈の部分は舵角最大で倍速タ

ーンの機能と片ブレーキを利かせて行い，機関回転はパ

ートスロットノレ状態に下げて行っている。

密 3-19

2) I持癌 90
0

綻田制御

内周の周り作業における 90
0

旋回では，旋回外側と旋

回内側に既作業域があり，その作業域にできるだけ右前

車輪と左後車輪が踏み込まないことが望ましい。

最外局から周り作業を行う場合，内周の周り作業を行

う時点での米作業部分は作業l臨 170cmから重接幅 15cm

の両端分30cmを差し引し、たi届140cmの帯状部分であり，

ロボット車両と作業機のディメンジョン及び最小旋回半

箆から判断して，この未作業部分の中だけで旋回を行う

のは不可能である。そこで，旋回中に既作業域に車輪が

踏み込むことは不可避であるが，旋回後のI捕容せ時には

できるだけ既作業域に踏み込むことが無いように旋回方

法の検討・設計を行った。

旋回後のi揺寄せ時に既作業域への踏み込みを少なくす

るためには，旋回後の幡寄せ量をできるだけ小さくする

ことが肝要であり， 90
0

旋回を最大舵角で旋回角 90
0

ま

密シ20 内属 90
0

旋回における勤き

で行うこととして，旋回終了時にロボットが次行程経路

上に高精度で位置するよう下記の車両誘導を行った。

関 3-20において，旋回開始位置②の Y座標位置 J勿

は，次行程経路の y 標位置 Yrtに最大舵角での旋回半

経nを加えたものとして，前進直進作業の終了位置①か

ら旋田開始位寵cgへの後進距離Lbを求める。

Jヤ)今t+ n (3.73) 

Lb = J令2-)タ (3.74)

この時) Iま場における旋回半径は路部状態の時空変動

によって変わるため，逐次行われる内周 90
0 旋回の結果

から，旋回半穫を学習して諦整することとした。つまり，

最初の内開 90
0

旋屈における旋間半径 nの初期値は外

周90
0

旋回で用いた値を用い，その旋回の前位置ー②にお

ける J仰と，旋回後の③における yP3から，

n = )う02 -)う03 (3.75) 

を求めて，旋回半径 nの大きさを学習し，次の 90。旋

回での旋西半径は学習・更新した旋回半径 n を用いる

こととした。内周 90
0

旋回の流れを密 3-21に示す。

3. 6. 5 梧寄せ制御ルーチン

幅寄せは， 180。旋回や 900
旋回の後に，その位置か

ら次の作業開始位置までの陪にロボットを次行韓の経路

上に乗せるとともに目標の進行方向に向ける誘導動作で

ある。そのための車両の制御は，前進による椙苓せでは

前記3.6.1項の前進箆進制御ノレーチンを，後進による幅

苦手せでは 3.6.2項の後進直進制御ルーチンを適用して行

われる。
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密 3-21 内罵 90
0

旋匝制御ルーチンのフロー

往復作業における 180
0 旋回後の!隠寄せで、は3罵の周

り作業を行うとして福寄せのための進行距離が約 4.5

mあるため，前進によるl隔寄せのみにより必要な幅寄せ

を完了できる。しかし，最外罵である外周 lの周り作業

の1行程自から 2行程自への移行時以降(国 3-12の行程

11司 12，12=今日， 13司 14)や，タト周 1の帰り作業から外

周2への移行時(行程 14司 21)，外罵 2から内潤への移

行時(行袈 24=今31)における 90
0

旋田後の11'高寄せにお

いては，旋回後の位置から作業開始位霊までの距離は後

方に約1.8mと短いため，その距離の後進幅寄せのみで

I指寄せを完了することは難しい場合がある。

そこで，周り作業における 90
0
旋回後の娼寄せでは，

幅寄せの程度が大きい場合は前進幅寄せと後進幅寄せを

組み合わせて行い，幅寄せの程度が小さい場合は後進幅

寄せのみを行うこととした。この制御方法は脂容せ持

の車両の動きを小さく抑えて既作業域への車輸の踏込み

を小さくするとともに，ロボットの冗長な動きを防止す

ることを目的としている。この制御のルーチンを幅寄せ

制御ルーチンと呼び，以下に具体的な制御方法を記す。

制御方法の概略を図 3-22に，制御の流れを図 3-23に

示す。

90
0

旋回の終了位置③は，前記 3.6.4項の1)の外周

90
0

旋回の場合には旋回角 70
0

程度までの最大舵角に

よる旋回の終了位置であり ，3.6.4項の 2)の内周 90
0

旋回の場合には旋回角 90
0

までの最大舵角による旋回

の終了位置である。

旋回の終了位置③において，現在位置(恥，YJs )と幅

寄せ後の目標位置(恥，Yi元)からl臨寄せの程度を評{屈し

て，前進幅寄せを行うか否かを決定する。

Llx [XP5 

Lly = [ 刀 5

XP3[ 

万3[

A φ=φp5 φp3 

ご=tan -1 ( Ll x / Ll y ) 

(3. 76) 

(3.77) 

(3. 78) 

(3.79) 

ここに φはロボットの向き(方位)であり，添え字が

5の値は|揺寄せ後の自探値，つまり次行程の目標方位で

ある。式(3.79)のごは幅寄せの程度，言い換えれば幅寄

せの難度を示す値であり，しきい値ごtより大きい場合

は前進l指寄せと後進11語審せを行い，小さい場合は後進i福

寄せのみを行う。しきい値ご tは実験により決定し，

15
0 Jを通常用いている。

前進lt高寄せを行う場合の幅寄せ自標{直は，進行横方向

③時④

czi:1:1 

(Xp3， Y仇 d必)

③=今⑤
I Llx =Xp5…Jr.jJ3 I 
I Lly = Yp5-Yヤ3

I Ll O之 φjJ5-φp3 I 

。

(Xp5， yiふ仰)

⑤ 

図3-22 幡寄せ制御における艶きω)

Lly 
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位置としての幅寄せ量が式(3.76)のLlxの1/2，ロボット

の向きが式(3.78)のLlrtの1/2としており，位置と向き

の偏差がいずれも毘標植以下となったら，前進!幅寄せを

終了して後進幅害せに移行する。

せ

進
寄

前
幅

後進
犠寄せ

悶 3-23 幅寄せ制御ルーチンのフロー

3. 7 摘要

航法システムXNAVとロボット車両によるロボット作

業の方法や条件を検討，策定した。ロボット作業では，

ティーチングにより作業を行う区間の'培報を取得，

し，経路計酪を行う。そして，その経路に沿う作業を航

法清報に基づきロボット車両を制御して実行する。これ

らの方法，手)1顎を実行するコンピュータ・プログラムで

ある作業ソフトを，モジューノレやルーチンに分割して作

成，構成した。

(1)ロボット作業は，ほぼ水平な矩形麗場を対象iこ，慣

行のロータリ耕作業に準じた作業方法一医師周辺部を除

く中央付近を往復作業し，その後，枕地部分を含めた周

辺部分を周り作業する方法により行うこととした。この

作業方法を「標準作業法J，実行する作業ソフトを

ソフトJと呼ぶ。

(2)ロボット作業を行う匹酪の大きさと向きの情報は，

ある区画に対して初めの 1@]，最外周の周り作業経路上

をマニュアル運転により一周する間に取得する。このテ

ィーチングにより得られた区間境界の位置清報と目掠方

位'靖幸長から，課準作業法の設復作業と周り作業の経路を

生成する。

(3)作業ソフトは，ティーチングと作業経路の生成を行

う fタスク・プランニング寺山と，生成・設定された経

路に沿う走行，作業を遂行する「走行・作業制御部」に

分割，構成した。

(4)作業経路の生成では，照り作業の終了位置をほ場の

出入口付近として， 3周の周り作業経路を，作業重複11話

15cmを確保して設定し，その周り作業による処理領域を

し引し、た往復作業領域を， 10cm以上の重複幡を確保し

て往復作業する行程数と経路を設定する。また，経路に

沿う走行と作業の開始/終了位壁，作業をしない移動走

行の停止位置などのイベント位置を設定する。

(ら)走行・作業制御部は，ほ場出入口付近の停車位置か

ら往後作業開始位罷まで移動する f空走1モジューノレJ，

周り作業の領域以外を往復作業する f往復作業モジュー

ノレJ，往復非業終了位震から周り作業の初期位置まで移動

する f空走2モジューノレJ，枕地部分を 3周の周り作業に

より処理する rJ詩り作業モジューノレ」に分割，構成した。

(6)これらのそジュールは前進直進制御J，r後進直進

制f卸J，r180
0 旋回制御J，r90

0

旋部制御J，r幅容せ制

御」のための共通ルーチンから構成した。前進と後進の

直進制御では， 自標経路を維持する操向制御を行うアル

ゴリズムを，ロボットの位震清報と進行方位靖報に基づ

く操舵制御員Ijを設計して開発した。

(7)周り作業の各行程間に行う 90
0

旋回制御は，疲進作

業終了位置からの所定距離分の後進と，在向き旋回の組

み合わせにより行う。最外周である外周 1と外周 2の}寄

り作業では，旋回中に右前車輪がs:画境界からはみ出さ

ないように，また既作業域に踏み込まないように行う。

内周の周り作業で、は旋回後の幅寄せ時に既作業域にで、き

るだけ車輸が踏み込まないように行う。

(8)周り作業における 90
0
旋回後の幅寄せ制御では，組

寄せ程震が大きい場合は前進i福寄せと後進l福寄せを組み

合わせ，幅害せ程度が小さい場合は後進幅寄せのみによ

り行うこととした。この制御では，ロボットの動きを小

さく抑えて既作業竣への踏み込みを小さくしつつ，ロボ

ットの冗長な動きを閉止するように車両制御を行った。
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第4章 口ボット作業(作業ソフト)の発展一適応性の拡大と信頼性の確保

本章では，前章で述べたロポット作業の標準非業法を

実行する作業ソフトをベースに，その適応性の向上・拡

大を図った研究について述べる。さらに，ロボット作業

を高い信頼性と安全性を確保して開始，実行，終了でき

るようにするための支援機能について述べる。

適応性の向上・拡大では，標準作業法を実行する f標

準作業ソフトj における作業重接l福や作業経路の履行)1関

等を選択・設定できるようにした改良や，区画長辺に対

して斜めに往復作業を行う「斜め作業法j や区画4辺に

平行な主主進作業を区間全面で行う「回り作業法」への展

開を行った。斜め作業法は，畝立て栽培後の耕うん・

地を効率的に行うことや矩形でない毘画の作業で必要と

なる斜め方向作業を想定した作業法であり，回り作業法

は，収穫や草刈り作業，続肥作業などをロボットにより

行うことを前提に提案した作業法であるお)。

4. 1 経路等の選択設に関する改良

標準的なロボットの作業方法である「標準作業法Jは，

矩形区間の周辺部を除く部分を長辺方向の往復作業によ

り処理し，その後，往復作業における枕地を含む区画周

辺部を数周の周り作業により処理する作業方法である。

標準作業法の履行において，ほ場条件に応じて作業重複

11話や作業)1関を変更して効率的な作業が仔われるようにす

ることを目的に，作業重護幅の設定や作業経路の履行)1頃

X 

…叫ー.作議経路 …......... 非作業経路(旋風蝦寄せ等)

関4-1 標準作業法における設定経路伊1](悶図 3-6.

図3-12)15) 23) 

等を選択できるように改良を行った。

4. 1. 1 経路等の選択肢

標準作業法における設定経路は，ほ場の大きさや出入

口の位置などの条件によっては，z主復作業における作業

重複l揺が必要以上に大きくなる場合や作業終了位置が出

入口から遠くなる場合がある。そこで，ほ場条件にf，芯じ

て，往復作業の作業重護幅の設定方法や周り作業経路の

履行)1頃などを変更して，空走を少なくするなど，より

精震で効率的な作業が行われるよう改良を行った。

1)作業重複幅の設定と振り分け

ほ場区画の短辺方向の1隔が小さい場合，第 3章の式

(3.14)~(3.16)により求められる作業ピッチ協が小さく

なる場合がある。往復作業における叫が小さく

複揺が大きいと，既作業域側の車輪が既作業域や既作業

域と未作業域の境界線上を通過する場合があり，

輸が通る路面の状態の違いにより護進性が低下する場合

がある。そこで，行桂数は品で，往複作業の作業ピッ

チを式(3.16)の協にする場合と，作業ピッチを常に

160cm一一定とする選択肢を設けーた。

作業ピッチを 160cm一定にした場合は往復作業領域が

広がるため，図 4-1の行程八もと行程34との作業重複11I高

が大きくなるが，行程 34の経路を行程八必と行程 24の

中央とし，左右車輪の通過路面の条件をほぼ同じにする

選択肢も設けた。

2)贈り作業経路の履行)1襲等

国4-1の設定経路例では，周り作業は外周から内周へ

進めることとして，往復作業から周り作業への移行にお

ける非作業経路等を設定した。しかし，ほ場への出入口

が例えば図の右下角にある場合，無人走行・作業の開始，

終了点は行程凶の延長上に設けるのが適当と考えられ

る。そこで，閥り作業の作業経路は同じで¥題行)1慎を内

痛からとする選択肢を設けた。この選択肢では，臨 4-1

における行程八もから内局行程 31への移行と， I奇じ内周

の行韓関の移行は，後述 4.3項の回り作業における旋回

制御法(図 4-5)を適用した。
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また，例えば，匹画境界付近に竃柱などの賭害物があ

る場合などにおいて，それを回避する走行が必要な場合

は，最外痛の周り作業を有人運転作業で行うことも，周

り作業経路の履行)1震の選択に関わらず選択できるように

した。

4. 2 斜め作業法

鴎 4-1の襟準作業法における往後作業領域を，区間の

長辺に対して任意角度の斜め方向に往復作業する作業法

を「斜め作業法」として，その経路計画とロボット作業

を行う f斜め作業ソブ 1、Jの開発を行った。

斜め作業法は，例えば，畝立て栽培後の畝崩しを含む

耕うん・整地作業を想定し探準作業法とは異なる斜め

方向に効率的に往復作業する作業法として提案したもの

である。また，ロボット作業を矩形でないほ場区商でも

実施可能とするためには，ほ場B:商の大部分を処理する

往復作業の作業方向に対して任意の斜め方向となる周り

作業を行える必要があり，本斜め作業法は，その任意の

斜め方向作業を可能とする方法を提案することも目擦と

した。

斜め作業ソフトの開発にあたっては，ロボットの位霞

決め・制御のアルゴリズムは，ロボットの制御性能等を

確認済みの標準作業ソフトに櫨力準ずるようにした。な

お，斜め作業法における枕地を含む区画照辺部の照り作

業は標準作業法における周り作業と間様に行うこととし

+-， 、一ーo

4. 2. 1 斜め作業法における経路計盟と車再の

誘導方法

斜め作業法の設定経路例を国 4-2fこ示す。ロボット作

業における位置座標系は矩形底閣の嬢辺，長辺と鹿襟軸

が平行になるように設定しており，長辺に対して角度 θ

の斜め方向作業を行う場合，作業時の目標経路は X1jJ]片

をDとして，

X = -Y / tan 8 + D (4.1) 

の度線となる。この経路上の走行のためには，刻々のロ

ボット位置(Xt，Yt)が，この直線に沿うように操舵を行う

必要がある。

ここで，斜め方向作業のロボットの位置決め・制御の

アルゴリズムを，標準作業ソフトのそれに準ずるよう，

車両位置(ぷ，Yt)と目標経路について，斜め角度。による

下式の鹿擦変換を行い，

日]= [工j:ロ][~J 
座標変換を施した 11を一定に保つよう操舵することによ

り，経路上の誼進走行が行われるようにした。

図4-2の網掛けした斜めの往複作業領域の長さんと幅

Ly(LxミLy)は標準作業法のそれとi蒔じとし，領域の対角

線長さ L杭対角線角度 αは，

Lλy = [(U十L/)
a: = tan -1 ( Lx / Ly ) 

(4.3) 

(4.4) 

である。斜め註復作業の対角線方向の作業ヒ。ッチ的υ，

行程数 Nd，実作業ピッチ助は，それ以上の作業重複i揺

を確保する酎菜作業重複l幅ぬとして，

J;/!id = (W -d 0 ) / cos(α-8) (4.5) 

Nd = INT ( ( Lxy /問'd)+1) (4.6) 

(INT( )は小数部分を切り捨てた整数を求めるもの)

防公立 (Lxy/ル'rI) x cos( a: -8 ) 

となる。

図4-2の斜め役後作業領域の左上角の点を点p(凡，Py)， 

区画境界線①~④の位置を)1慣に x=Xw，y=出 ，Xと .. )(bl， 

(4.7) 

X 

始

/

終

一崎一 作議経路 ……山:非作議経路(旋回，橋幸寄せ等)

題4-2 斜め作業j去における設定経蕗例ω
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y=払1，作業|幅 W，周り作業における作業重視i高砂と

すると，

p， えbl+ 3W 3d 

PF =日o+ 3W -3d-

であり，第 1行程の経路上の点V(V" ゅは，

~. =九十((伯 /2)sin θ 

iベ口 pv+ (日分 /2)cos (J 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

となる。ここで¥式(4.2)のおの目標値となる第 1行程

の経路均は，点Vも座標変換を行って，

?なイ~ sin {J + 1づcos{J (4 . 12) 

となる。第2行程以降の自探経路は，ぬに実作業ピッチ

同令をjl領次加えたものとなる。

斜めの往復作業の開始位置，終了位置は，刻々のロボ

ット位霞(ぷ，Yt)そのものが，往復斜め作業領域の内側で

あるか密かによって判断することとした。実際には，未

作業域を残さないように，作業領域を X軸方向に(W/2

Xsinグ)， Y軸方向に(W/2X cos (J)だけ，両端で広げて

作業開始位霞，終了位霞の判断を行う。斜め作業ソフト

は，標準作業法の往復作業方法をベースに産探変換を適

用して構成，開発し，斜め角度。は任意に選択できるよ

うにした。

4. 2. 2 斜め作業法における旋医方法

斜め作業法の往復作業における行程端での旋回方法に

ついては以下のような特徴を持たせた。

行程端での 180。旋回では，区画境界に対する斜め角度

と旋回方向によっては，旋回中に区画境界をはみ出す場

合がある。また，旋回後，次行程の作業開始位置までの

距離が小さく，十分な11'高寄せができない場合もある。そ

こで，ほ場区画に対する角度が鋭角になる領.iJで 180'旋自

を行う場合，図 4-2では下方及び右方の枕地での旋回時

には，旋回前に一豆後進して旋回中に区画からはみ出す

ことがないようにした。また，逆の状況となる旋回，図

では上方及び左方の枕地での旋回時では，旋回後に一旦

後進して幅寄せ距離を確保することとした。これらの旋

回におけるロボットの誘導については，斜め角J!f.{Jに応

じて，その実施及び後進距離が選択，設定されるように

した。

4. 3 回り作業法

鴎 4-1の標準作業法における往復作業領域も区画4辺

に平行な誼進作業を順次繰り返して，区癌全面を屈りな

がら作業する f田り作業法j を提案する。

この回り作業法は，標準作業法における周り作業を区

画全面に対して行う作業法ということができる。回り作

業法を行う出り作業ソフトについて，標準作業ソフトの

経路計画と周り作業を行うモジュールをベースに，作業

を均等に，かつ円滑に履行できるように経路計画を行い，

また旋回における車両誘導法に特徴を持たせて作業ソフ

トの開発を行った。

4. 3. 1 由り作業j去における経路計額

り作業法では区画4辺に平行な 1回りの作業を 1単

位と考え，まず，区画全面を処理するための周回数を決

定する。 1回りの作業によって長辺方向作業を 2行程行

うので¥匹画の短辺方向の11屈を適当な作業重接i福となる

作業どッチで、除し，商が偶数になるように周囲数を決定

する。すなわち，区画境界線①~④の位誼をjl聞に x=Xiω，

yニ均 x=泊 1，y= }'bl ，区闘の'1屈を九，作業幅 W，言

標作業重援幅 do，長辺方向作業行手製設八ふ，周回数 Nm

とすると，

Tw Ybl - YbO (4.13) 

八ir = INT ( Tw / 0グ do) ) (4 . 14) 

(INT( )は小数部分を切り捨てた整数を求めるもの)

/切が奇数:八ら)= (jVJ-+1)/2 

M が偶数:八ら=(八~.+2)/2

となり，隣り合う行程間の作業ピッチ山は，

Wr=T，，/(八ら x2)

となる。

(4 . 15) 

(4.16) 

(4.17) 

このように決定した周囲数と作業ピッチで、行う回り作

業法は，区画の外側から中央へ回り作業を進めていく経

路(以下， r回り作業法 1J) ，中央から外債!Jに向かつて回

り作業を進めていく経賂(以下回り作業法2J)の2
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せ制御法を用いて行う。ただし，回り作業法では行程陪

の旋回はすべて 90。旋回であり，前進と片ブレ}キを使

わない後進旋回を行って，ほ場表面をできるだけ荒らさ

ないようにした。また，旋回やl幅脊せ時に，回り作業法

1では未作業域への踏み込みを少なくするように

作業法2では競作業域の踏み付けを少なくするよう

両誘導を行ったO

旋回での車両誘導では，度画周辺部の2回り(図 4-3

の 11-24行程)では標準作業法の周り作業時と同様の

旋回を行う。それ以外(図 4-3の 31-54行程)では，

国4-5に示すように，直進作業終了後，距離Lrだけ空走

前進し，その後，舵角一定 (50
0

程度)で後進による 90。

旋屈を行う。旋回後は前進と同時に幅寄せを行いp 作業

開始位置になった時点で、作業機を下げて直進作業を開始

するようにした。この一連の旋回誘導において，旋回前

の前進空走距離Lの大きさは，初期値としての適当な値

Lroにより最初の前進と旋回を行い，旋回後の前進l揺寄

せ距離 drの大きさによって，次の旋回における Lrを適正

値に修正することとした。つまり，

なる諺正を行って，前進空走距離Lrを調整することによ

り，旋回後の車両位置が度進作業の経路上にできるだけ

近くなるようにした。この修正は旋回を行う毎に実施さ

れ，ほ場表面の状態などによって変化する後進の旋回半

径を，実際の車両誘導結果に基づいて学習すること

図したものである。

り

(4.18) 

匝り作業法における 90。旋回の方法お)

松尾・符本・山本・野口:ロボットトラクタの開発

Lr = Lro -dr 

臨 4-5

3. 2 車両の誘導方法と旋回方法

この経路に沿うロボット作業は，標準作業法と同様，

3章で述べた経路上の蔑進制御法や旋回制御法，中高寄

通りを有二えるようにした。

り作業法1は，収穫や草メiJり作業などを行うことを

前提とした作業法であり，その設定経路例を題 4-3

す。なお，図における区間中央付近の6周詰と 7周自は，

短辺方向作業の作業距離がかなり小さくなるため，長辺

方向作業のみ(図の経路:62， 64， 72， 74)を行うことと

した。回り作業法2は，耕うん作業や施肥作業などを行

うことを前提とした作業法であり，その設窓経路例を関

4斗に示す。

始
/
終

始
/
終

翻場区函ト一一一一包

;l j  

iJfJ::ご74」合

非イ字書室経路(旋回，縞寄せ等)

回ザ作業法 1における設定経路例お)

函ザ作業法2における設定経路例

2 

一→一:作業経路

一噌ー:作業経路

図4-4

図4-3

X 

X 

4. 
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り作業ソフトは，探準作業ソフトの経路計画と周り

作業を行うそジューノレをベースに，行恕間の旋回におけ

る車両誘導方法等を変更して開発した。

4. 4 昌記診断と巽常時対応

ロボット作業を高い信頼性と安全性を確保して開始，

，終了できるようにするための支援機能として，ロ

ボット各部の動作状況などを作業前にチェックする「自

己診断Jの機能と，作業中の異常等を検出し適切な対誌

を行う「異常時対応j の機能を検討し，それらを腰行す

るプログラムを開発して作業ソフトに付加した。

ここでは，その自己診断と異常時対応の項目や内容，

オベレータによる対応，機能や動作の確認試験について

述べる 22)

4. 4. 1 計測隈制御システムと異常等の報知

自日診断や異常時対応を確実に実施するためには，航

法システムやロボット寧両各部の状態を高い信頼性で検

出できる必要があり，また，異常等の検出を報知し，そ

の対芯を適正かっ円?骨に行われるようにする装置も必要

である。これらに対応するロボット車両の計測・制御シ

ステムや表示 e入力装置については第2章の 2.5項， 2.6 

項，及び2.7項で述べた。

異常の検出や発生をオペレータ等に報知する方法とし

て，ロボットの見えやすい位置に装備した警告灯((株)

パトライト製)を点灯させ，またロボットのベース車両

である市販トラクタのホーンを鳴動させることとした。

図4-6~こベース車両の安全フレーム側方に装備

好を示す。

留 4-6 安全フレーム側方に装備した警告灯

4. 4. 2 オペレータによる初期設定と自己診断

ロボット作業を開始する捺，航法システムから航法情

報が正常に取得できない，ロボット各部の設定が不適切，

制御対象が正常に動作しないなどの状況にあると，作業

の開始や適正な実行，継続が行えないことになる。

そこで，ロボット作業を開始する前に，航法情報やロ

ボット各部の設定，制御対象の動作などをロボット自身

がチェックし，異常があった場合はオベレータに知らせ，

その内容と対誌方法を表示して対応を要求する自己診断

ソフトを関発・作成し，作業ソフトに組み込んだ。

ロボット作業を行う場合，オベレータにより航法シス

テムやロボットの初期設定が行われ，作業ソフトの起動

とソフト上の初期設定が終了すると，自己診断が実施さ

れる。以下に，オペレータによる初期設定と自己診断の

項目や要領を述べる。

1)オペレータによる初期設定

初期設定では，ロボットの作業区関内への移宣言Q，航法

システム XNAVの設定・起動，ロボット各部の設定，作

ソフトの起動・実行が)1展に行われる。作業ソフトの起

動・実行では，初めての作業ほ場で、ロボット作業を行う

場合には，作業区間の大きさ等を取得・設定するティー

チングの実行を選択し，作業区間の最外周を有人運転に

より一周してティーチングデータの取持・設定を行う(第

311詳の 3.2.3項， 3.4.1項参照) 0 

以下に， XNAVの基準局が作業区画の近くに設置して

あり，ティーチングデータが既に取鐸・設定済みである

場合の初期設定等の手)1見要領を記す。

a) 口ポットの作業区圏内への移動

矩形の作業区画の角部に近い短辺上に出入口があるこ

とを前提に，その出入口から作業区圏内に入り，ロボッ

トをほぼ長辺方向に向けて停止する。

b) XNAVの設定・起動

第2章2.3.1項に述べた基準局の位置計測装置AP-L1

と無線通信モデム付きの基準局コントローラ(ノート

PC)の電源 ON，ほ場定点に設置しである光反射標識の

AP-L1による視準と数値入力，及びノート PCの位置情

報処理・通信ソフトの起動を行う。この手jI頃のうち，ほ

場定点の光反射標識の視準と数値入力は，作業区画の位

置gg.探系を設定するための処理であり，これらの XNAV
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に係わる設定・起動に要する時間は数分である。

c)ロボット各部の設定

ロボット上のコントローラの起動や各部の設定の手l壊

を以下に示す。

( i )ロボットのメインコントローラ電源 ON，作業

ソフトの起動

(鼠)作業機の作業日制立置を油庄ポジションレバーによ

り調整した後，作業機昇降スイッチにより作業機を

上げ

(出)PTO変速レバー及び主・高IJ変速レバーを適当な速

震段に設定

(iv)旋回などの非作業時の機関回転数を「パートスロ

ットノレ回転数Jとして，スロットルレバーにより

動設定

(v)ロポットの運転モードスイッチを ONし，自動運

転モードに設定

なお，これらの設定はすべて手動で行い，設定の順番

は前後しでも特に問題はない。また，これらの設定項目，

要領は作業ソフト起動後の初期甑面に表‘不するようにし

ている。

d)作業ソフトの英行

ロボット上ディスプレイの額面表示に従って数舘等の

入力を行う。設定・入力項目は，ティーチングデータの

ファイル名入力，作業経路の選択，設定速度段である。

作業ソフトの設定・入力が終了すると，下記の自己診断

が実行される。上記c) のロボット各部の設定と作業ソ

フトの実行に要する時間は，自己診断において不適な設

定等があった場合の対応により時間が変わってくるが，

5"-' 10分程度である。

2) 自記診断の護目と内器

4-1に自己診断の項目と内容例をチェックの実抱)1壌

で示し，以下に各項目の要点を述べる。チェックの結果

が不適な場合の対応等については，次填3) に述べる。

a)位置情報

ロボットの技量情報について，その取得・通信状態が

正常であること，現取得位置が作業区画内の初期位置付

近にあることをチェックし，チェック結果が適正で、あれ

ば次のチェックへ移行する。

b)方位・傾斜情報

表4-1 自己診断の境関と内容額1]22)

災O. 現 日 チェック内容 〔例]

l 王位指位置'清報 ①正常取得? ②適正初期位置?

2 車両方位情報 ①正常取得? ②長辺方向?

3 車部傾斜情報
①正常取得?

②ロール角/ピッチ魚小? [< 8"J 

4 燃料残量 燃料は十分? [>1/2J 

5 運転モード 自動運転モード(自動スイッチON)? 

6 油圧レバー 下位置?[<中央故置]

7 PTO変速 PTO変速入り?

8 自動操舵 左/右の自動操舵?左/右50] 

9 機関回較制御 ノミートニキブノレニキパートスロットル?

ロボットの進行方位情報と車両の傾斜情報であるロー

ル角，どッチ角について，それらの情報の正常取得や現

取得情報が適正であることをチェックする。

c) ロボット各部の設定

4-1のN0.4"-' 7のチェックは車揖コントローラを介

した状態取得，基準値との比較によって行われる。

速度段である主・高IJ変速レバー位置の設定チェックは，

その計測手設を備えていないために実施していないが，

リミットスイッチ等の装備による計測，設定チェックは

容易に付加可能である。

d) 自動鱗御対象

自動操舵とスロットル制御つまり機関問艇の上げ/下

げについては，その場で自動制僻が行われ，センサ出力

により適正な制御の履行がチェックされる。前進・後進

/停止の切替えであるシャトノレ変速と作業機昇降の制御

は，作業の開始後すぐに動作の確認ができること，自己

診断中の制御は念、発進等の危険が伴うことから，自己診

断の中では実施していない。ブpレーキの駆動については，

初期設定や自己診断中にロボットが動かないように，

転モードスイッチが ONされた持点でブレーキがかかる

ようにしており，その際にチェックできる。機関停止機

能のチェックについては現状では自己診断に含めていな

いが，非常停止のための機能として，そのチェックはロ

ボット車両の保守点検として時々行う必要がある。

3)昌三診断における不適時の対応と作業の開始

a)不適時の対応

前項 2)のa)"-'d)のチェックにおいて，チェック

の結果が不適で、あった場合は，各チェックが行われる毎
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にオベレータに対応を求める手順を踏んで、いる。その流

れは以下の(i )~(iv)であるc

(i)ホーンを鳴らして，自己診断で、不適があったこと

をオペレータに報知

( ii )ディスプレイに不適な項目と内容，及び必要な対

応を表示

(出)その表示に従ってオベレータが不適な項目・内容

を解消する対応を行い，対応が終了したらキーボー

ドのリターン・キーを押す

Civ)リターン・キーが押されたら再チェックが行われ，

再チェックの結果が適正なら次のチェックへ移行

( ii )のディスプレイ表示については，例えば，表 4-1

のN・0.6の油圧レバーの位置チェックまでが適正で、あり，

No.7の PTO変速入りのチェックが不適で、あった場合の

表示を図4-7(こ示す。その表示に従ってPTO変速を入れ，

図4-7 自己診断におけるディスプレイ表示例122) 

図4-8 自己診断におけるディスプレイ表示例222
)

リターン・キーを押した後の表示は図 4-8となる。同図に

は，その後の自動操舵，スロットノレ制御のチェックが適

正で，作業が開始できるまで、の表示が含まれている。

b) ロボット作業の開始

すべての項自の自己診断が終了し，適正で、あればロボ

ット作業の開始となる。図 4-8の「自己診断終了」後の

表示に従ってリターン・キーが押されると 5秒後に作

業が開始される。

4. 4. 3 異常時対応

ロボット作業において，作業環境の変化やロボット自

身のトラブルにより適正な作業を続行できないような異

常事態が発生することがあり，場合によっては，暴走な

どの危険な状況やロボット自身の損毎など修復不能な状

況に焔ることも想定される。

そこで，作業中に，航法情報の取得や走行・作業の状

態などをロボット自身がチェックし，異常があった場合

は走行や作業を自動停止し，オベレータに異常の発生を

報知して対応を求める異常時対応を行うプログラムを開

発・作成し，作業ソフトに組み込んだ。

1)異常の検出と対応

ロボットが作業仁何こチェック，検出する其常と対応を

表4-2にまとめて示す。位置情報と走行速度に関する異

常時対応については，詳細を以下に述べる。オベレータ

による対応とロボット作業の復帰については次項2) に

述べる。

a)位置情報

作業中は，終始，位置情報のチェックが行われ，その

チェック，異常時対応の流れ例を図 4-9(こ示す。

(1)位置情報 1，2 

位置データが 2s以上正常取得・更新されない場合に

は位置異常アラーム 1を発生する。このアラームは，基

準局の AP-Llがロボット上の光反射標識の追尾を見失

った場合など，位置データの玉常な取得が行われない場

合に発生するが， !-¥P-Llには光反射標識克夫い時の自動

探索・追尾復帰機能があるため，このアラーム発生時に

は走行を一時停止し，警告好のみを点灯して一定時間復

帰を待つ対応を行う。復帰の待ち時間は 30sとしている。

一定時間待っても位霊データの正常取得が再ー関され
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表 4-2 異常時対応の項目と内容哲1J22) 

対O. 工長 g 異常の判断 〔例] 夫? Fむ※

位置情報 l 位置データの異常?あるいは更新なしワ[<30sJ 走行停止，警報(警告灯)， 自動複帰持ち

2 位護情報2 更新なし?ミ30sJ 走行停止，

3 位置情報3 位置データ匹画外? 走行停止，

4 走行速度 1 速度超過? [>作業時時1J 走行停止，

5 走行速度2 速震低下? [<作業時竹2/?J1.走時日3J

6 車両傾斜 ローノレ角/ヒ。ッチ角大? [>15
0

J 

7 作業状態 1 作業機一作業位霞(下位置)? 

8 作業状態2 機関回転数低下(過負荷)? [<プルスロットルX60%J

9 自動制御 メイン/車両コントローラ詞情報通信

10 
同弘、l'、fマメー開

燃料残量少? [<1/4J H<.、円 rj~λ会邑

11 障害物検出 障害物への接触?パンパースイッチ ONJ

※「警報jはNo.1の対応(警告灯のみ)を除き，移管灯十ホーン。

「表示JIまディスプレイへの異常内議や対応等のメッセージ表示。

ない場合は，位置異常アラーム 2を発生し，警告灯と

ホーンにより異常を報知(以下異常報知J)， I女

位置データが敢得できません。=今AP-Llなどをチェッ

クして下さい。 Jのメッセージをデ、イスプレイ

して，オベレータに対応を要求する。

(2)位置情報3

正常敢得された位置データが設定した作業区画外のデ

ータである場合は，即，位置異常アラーム 3を発生させ

る。このアラームは，何らかの原因によりロボットが|玄

画外に出た場合，もしくは位置情報取得システムに異常

があった場合に発生するが，畦畔の乗り越えや暴走など

の危険な状況が想定されるので¥走行停止，作業機上げ，

異常報知を行い大ロボット位置が区画外，あるいは

位置データが異常です。斗必要に応じ，自動ボタンを

OFFし，手動運転で移動して下さい。 j を表示する。

b)走行速度

一
島
北
…

伊

A
H切れ
W
2
令
キ
，
m

…
桁
議
…

一
走
池
「
一

…
の
小
二

一日間基一一

回
吋
ザ

A

-

-
一
万
一
一
六
)
人
，
/

一
万
一
ト
一
謹
欄
一
.
¥
わ
い
/

一一…「J
轍
一
哨
「
1
f

錦
、

一
度
一
一
勧
問
屋
一
ノ
作
¥

禄
~
証
:
」
/
¥

仏山，ヘ

図4-9 位置情報に関する異常時対応の流れ例 22)
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上記a) の位霞情報チェックで正常と判断された位置

データの時間的変化からロボットの走行速度を算出し，

3つの速度基準値 i会1，ゐ2，ら3により速度のチェック

を行い，また，旋回持にはロボ、ットの進行方位データの

時間的変化をチェックする。基準値 Vsl，¥仇仇の値

は，設定走行速度に対して， )1慎にその1.5倍， 0.5倍， 0.3 

倍を標準の値とした。

(1)走行速度 1

作業時の走行速度が Vslを超えた場合は速度超過アラ

ームを発生する。このアラームは，ロータリ耕における

ダッシング現象等により走行速度が設定以上に早くなっ

た場合に発生するが，暴走など危険な状況が想定される

ので，走行停止，作業機上げ，異常報知を行い女速

度が速すぎます。=今ダッシングの場合は速度段を蕗とす，

耕深を浅くする等の対誌をして下さい。」を表示する。

(2)定作遼震2

作業時の走行速度がVsz以一れこなった場合，非作業時

の走行速度が Vs3以下になった場合，あるいは旋回持の

車両の方位データの時間的変化が小さい場合は，速度低

下アラームを発生する。このアラームは，スリップ等に

より走行速度が遅くなった場合や，何らかの原因でロボ

ットが発進しない，あるいは止まってしまった場合に発

生するが，走行停止，異常報知を行い女走行異常で

す。シャトノレ変速の異常か，スリップが考えられます。

ニ今スリップの場合は，自動ボタンを OFFし，手動運転で

作業を再開する位置に移動して下さい。 j を表示する。

2)オペレータによる対応とロボット作業の復帰

1) a) (1)の位置異常アラーム 1の場合を除き，

各アラームが発生した場合，異常報知がなされるので，

オペレータはロボットに乗車し，ディスプレイの表示に

従って異常への対応を行う。対応は，基本的にオベレー

タによる各部のチェックや操作，調整と，キーボードと

ディスプレイを用いたロボットのコントローラとの対話

によって進められる(図 4-10)。

ロボットが区画外に出た場合やスリップ時，燃料補給

などの対応では，ロボ、ツトを任意に移動させることも必

要であるため，オベレータが運転モードスイッチを OFF

にすれば手動運転ができるようにしている。異常な状態

を解消するための対ー応を行い，正常な状態への復婦がな

されたと判断される場合は，各アラームで表示される「対

応が終了したら， リターン・キーを押して下さい。」に

従ってリターン・キーを押すと，必要に応じて異常な状

態の再チェックが行われ，次の指示が表示される。

次の指示は，位置情報アラーム 2や燃料補給アラーム

の場合は，速度段を変えるような対芯は行われないので，

「作業を再開します。リターン・キーを押せば， 3秒後

に作業を再開します。」を表示し，キーボードのリター

ン・キーが押されたことが確認され次第 3秒後にロボ

ット作業が再ー関される。なお，作業の再開では，各アラ

ーム発生時点、のロポットの状態が記憶されており，その

状態が再現されるので，通常， リターン・キーを押すだ

けで適正に作業が再開される。

オペレータが走行速度段を変える対応を行う可能性が

あるアラーム発生時には， r走行速度設を変えましたか?

変えた場合は W100j]を，変えない場合は Woj]をキーイ

ンして下さい。 Jが表示される。その表示に対して nooj]
をキーインすると走行速度段の入力要求の表不画面が出

て，変更した走行速度段を入力すると，速度に芯じたパ

ラメータである走行・作業時の自動操舵ゲインや走行速

<ロボットの対応> <オペレータの対応>

? 
図4-10 異常時対応におけるロボットとオペレータの対応ω
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度アラームの基準値などが書き換えられる。

さらに，速度超過アラームや作業状態アラム，自動

制御の通信異常アラームの場合は，異常が検出されてロ

ボットが停止するまで、の簡に適正作業が行われなかった

!玄関が残る場合もあり，その場合には，手動運転により

必要な移動と作業を行った後にロボット作業を再開する

ことを可能とした。その対誌を行った場合の作業の再開

では，ロボットの状態をアラーム発生時点とは異なる状

態に変える必要がある場合も想定され，キー入力により

作業再開時のロボットの状態を変更できるようにした。

以上のような対応を行った後にロボット作業の再開が

なされるが，アラームの発生に対して，異常な状態の解

消や正常な状態への復婦が行えないと判断される場合

は，オペレータにより作業ソフトの実行をその場で中止

し，その後の作業は手動運転により行うことができる。

4. 4. 4 自己診断や異常時対応の動作確認

開発，作成した自己診断機能と異常時対応機能の動作

について，実際に異常や不適な状態を作って確認試験を

行った。以下に，表4-1と表4-2の各項目について実施

した動作確認試験と結果，及び各チェックにおけ

誼の設定などに関する考察を述べる。

1 )自己診断機能の動作確認

4-1のNo.1'""'"'3の車部位置，方位，傾斜↑青報につい

ては，航法システム XNAVの基準局からの位置情報の送

，方位センサと傾斜センサの信号線の接続/

非接続，及びロボットの初期位置や初期方位，主主開館斜

の適/不適な状況を作って動11悶在認、試験を行い，各項目

のチェック及び対応の正常勤作を確認した。実際の作業

前の航法情報や車両情報のチェックでは，情報の取得や

通信がセンサの異常や信号線の断:線等により正常に行わ

れない状況を確実にチェック，検出できることが重要で、

あり，情報が正常である場合のデータ範囲を考慮して基

準値の設定を行った。

No.4の燃料残量については，ロボット車両の燃料計表

示が自説でほぼ1/2，及び1/2土1/16となる状況を作り

動作確認、試験を実施した結果，表示が1/2の状況で f残

と判断される場合とされない場合があったO 燃

ンサの精度やロボットの傾斜の影響により

検出{症の再現性は必ずしも高くないので，その程度を考

した基準値の設定が必要である。

No.5'""'"'7のチェックについては，電気スイッチの

ON/OFF検出やポテンショメータ出力の 2値判断によ

る状態検出が確実に行われ，問題なく自己診断の機能が

働くことを確認した。

No.8の自動操舵の動作チェックは停止状態で行われ

るため，ほ場部の抵抗により指令舵角どおりの操舵舵角

が得られず，自己診断結果が「不適j となることがしば

しばあった。そのため，動作チェックの基準催(表 4-1

では在/右50)を小さめにして自動操舵の可否のみを

チェックし，自動換舵の精度チェックはロボットの保守

点検として別途行うこととした。

No.9の機関田転制御のチェックについては，ベースト

ラクタの回転計の検出精度が比較的高く，自動制御の可

否，及びパートスロットノレとフノレスロットノレの回較数を

チェックする機能は問題なく動作した。

2)異常時対応、の動作確認

a)位置構報 1，2 

4-2のNo.lとNo.2の項告について，作業中に XNAV

AP-Llによるロボット上の光反射標識へ

の追患を一時的に遮って，位置情報の計測，送信が行わ

れない状況を作り， 30s以内の自動護帰(位置情報 1の

対応)，または 30s以上復時なし時の対応(位置'措報2の

対応)の動作を試験した。

走行方向が異なる 5自の試験の結果， AP-Llによる

患を遮ってから平均4.0sで異常時対応としての走行停止

が行われ，走行停止後にAP-Llの訴から人が退くと 30s

以内(平均 28.1s)に標識の探索，追尾の復帰が行われ，

1の対応が正常に行われた。走行停止後も追尾

を遮り続けた場合は， 30s後に位置清報2の対応が行わ

れることを確認した。

この試験において，追尾を遮ってから走行停止まで、に

約5秒を要したが，その原因は，位置データの更新が無

くなっても 2秒間は進行方位情報のみに基づく自動操縦P

が行われ，その後に異常時対応の処理が行われるためで

ある。また，自動復帰の待ち時間 30sは， AP-Llによる

捺識見失い時の自動掠索・追尾援帰時間を，ロボットの

走行速度が1.0m/s経度までの状況で試験，調査した結果
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に基づき設定した基準値である。

b)位置情報3

思醐境界に近い場所のロボット作業中に，ロボット上

の標識のみを区画外に故意に持ち出すことによって位置

データが区画外となる状況を作り，表4-2のNo.3:位置

情報3の異常時対応について動作確認試験を行ったO 標

識の区画外への持ち出しは，速度異常などの他の異常時

対応が動作しないよう作業時の走行速度と同程度の速さ

で，かつAP-Llによる追尾を外さないよう して行

った。

5自の試験の結果，標識が区画外に出て位置データが

区闘タトになった後，平均 2.0sで異常時対応としての走行

停止が行われた。この結果から，走行速度約 0.5m/sの作

業中に区画外へ出た場合，最大 1m出た時点で、走行停止

が行われることとなる。現状のロボットでは，標識はロ

ボットの在在方向中央の後車軸上に設聾されているため，

標識が区画外に出た瞬間に走行停止が行われでもロボッ

トの大半が区菌i外に既に出ている状況となる。この対応、

では危験を未然に訪ぐには不十分と考えられ，本異常時

対志の判断基準値は標識の位置を考癒して区指境界より

も内側に設定する，あるいは区間外へのロボ、ツトのはみ

出しを検出するセンサをロボット外周部に別途装備し，

適切な位置で、迅速な非常停止が行われる対応が必要と

えられる。区画外へのはみ出しを検出するセンサとして

は，区指境界のi睦Iß'I~等を地面の凹凸として検出する超音

波センサやレーザスキャナ等が考えられるが，その選定

では，地面の出凸と作物や雑草，畝等とを確実に識別・

検出できる必要があることなどを考践する必、要がある。

c)走行速度 1. 2 

速度超過に関する走行速度 1の対応で、はチェックの基

準{症を設定速度x1.5とし，速度段ト1-1(設定速度0.5m/s)

での作業中に速度段を故意に tげて速度超過の対応が行

われるか否かを試験した。また，速度低下に関する走行

速度 2の対応で、はチェックの基準値を設定速度XO.5と

し，速産段 L-8(設定速度 0.48m/s)での作業中に速度

段を故意に下げて速慶低下の対応が行われるか否かを試

験した。なお，走行速度 1と走行速度2の試験において，

試験開始時の速度段が!-{-lとL-8で異なるものとしたの

は，ベーストラクタの変速機構から，走行速度 1の試験

では~1-I-1 速一→1-1-2 速→1-1-3 速・. . ~の速度段上げが，

走行速茂 2 の試験では ~L-8 速→L-7 速一→L-6 速・・・』

の速度段下げが，クラッチの断続なしで滑らかに行える

ためである。

走行速度 1の異常時対応の試験を 5回行った結果，速

度超過の基準値が 0.75m/sである状況で¥速度段目 1で

作業中に速度段を1-1-2(設定速度 0.71m/s)に上げても

アラームは発生せず.1-1-3 (冊 0.87m/s)に上げることに

よりアラームが発生，走行停止が行われた。試験時の

AP-Ll計測位置権幸授から走行速度の変化を調べた結果で

も，アラームが適正に機能したことが確認されたが，

行速度が基準値を超えてから走行停止まで、に約3.1sを要

していた。この対芯では，例えば，作業行程の終わりに

近い状況で、ダッシングが起きて速度超過が発生した場合

は，異常時対応が行われでも区習をはみ出す可能性があ

る。現状では，アラーム発生の条件を基準舘以上の速度

が3回連続検出されることを条件としており，より安全

側の対応を行う場合は基準値の大きさと速度超過の連続

検出の回数を減ずる必要がある。

走行速度2の対応についての試験では，速度段 L-8で

の作業中(設定速度 0.48m/s)に速産段を L-5(設定速

震 0.21m/s)まで落とした場合にアラームが発生し，速

度低下の基準値が 0.24m/sであることから，適正なアラ

ームの発生が確認された。本対応は，走行速度 1の速度

超過の対応ほど確実'段・迅速性が必要ではないが，作業

負碕の変動による若干の速度低下には反応せず，スリッ

プ。等の作業の継続に支障がある場合には確実に機能する

基準値の設定が必要であると考えられた。

d)車需傾斜ほか

4-2の No.6"-'8.10の項自について，阜商傾斜の対

応では作業区闘を大きめに設定して畦畔に乗り上げる状

況を作り，作業状態 1では最初の往護作業の開始前に故

意に油圧レバーを上げて作業機が下がらない状況を作り，

作業状態2では耕うん作業中に故意に耕深設定を深くし

て作業負荷を増し機関田転数が低下する状況を作り，ま

た燃料残量では燃料残量が1/4以下の状況を作って，各

対応の動作確認、試験を行った。

試験の結果，いずれの項目についても所期の動作が正

常に行われることが確認された。これらの項告の中では，

作業状態2の対応において機関回転数のチェック基準伎

を低めに設定すると，作業負荷の増大により機関西転数
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が低下して異常が検出された時には機関停11二つまりエン

スト寸前であり，そのままエンストする場合があった。

その基準優はトラクタのエン、ジン性能や自動耕深調節機

構の動作状況を考慮して設定する必要がある。

e) 自動鞘御

No.9の自動制併が不可の場合の対応では，ロボット作

業中に故意に運転モードスイッチを自動 OFFにして島

動制調が行われない状況を作って確認試験を行った。こ

の試験により異常の検出まで、は行われたが，自動制御が

不可の状況なので当然の結果として走行停止などの対応

は行われなかった。

これまでの 700時間を超えるロボ、ット作業の中で，自

動制御が正常に行われなかった異常はメインコントロー

ラと車両コントローラ間のシリアル通信の異常によるも

のが数回あったが，作業ソフトによる通信の自動ジセッ

トにより正常な通信及び自動制御への復帰が行われ，ロ

ボット作業の履行に大きな問題は無かった。しかし，コ

ントローラの異常により各部の自動制御が行えなくなる

と暴走することも考えられるので，コントローラの異常

を確実に検出し強制的に機関停止を行うなどの対応が必

と考えられるo

f)韓害物検出

障害物検出の対応では，ロボット前部に装備したパン

パースイッチと超音波センサが障害物に接触または障害

物を検出した場合に，車両コントローラ内のみの処理に

より即鹿に機関停止が行われ，その後，警報やディスプ

レイ表示が行われる。作業中にパンパースイッチに物を

接触させる試験を行った結果，接触により機関停止が行

われてロボットが停止するまでの時間，距離は，速度約

0.5m/sでの作業中でO.4s以下，約 0.35mであり，警報と

表示の対応、も問題なく行われた。

結審物が人の場合は，非接触型センサが数m手前で確

実に人を検出して異常時対応が機能することが望まし

い。しかし，ロボットに装備している超音波センサは

による誤動作もあって機能しないようにしてお

り，適正に機能・動作する非接触型障害物センサの選

定，装備が必要である(第8章8.2.1項参照) 0 

4. 4. 5 ロボット作業における動作・適応性に

践する考察

自己診断と異常時対誌の機能を組み込んだ作業ソフト

により，これまでに約 120ha，700時間以上の作業試験や

デモンストレーションを行って，自己診猷機能は問題な

く動作し，異常時対応機能も希ではあるが所期の動作が

行われ，ロボット作業を円滑に開始， 完了するこ

とができた。

しかしながら，上記の動{惜認試験の結果から，異常

時対応において異常が検出されてからロボットの走行停

止が完了するまでに時間がかかるという課題があったO

異常の内容によっては，動作時間が短い燃料供給カット

による機関停止の対誌を行う，走行停止が速やかに行わ

れるような制御機構の見直し・改良を行う必要があると

考えられた。また，設定した基準値の大小により，

な状態ではないにもかかわらず異常と判断してしまうこ

とや，異常な状態であるにもかかわらず異常が検出され

ないことも想定される。そのため，基準値の設定では，

各種の条件下での動イ何産認試験により適正な基準値を検

討するとともに，ロボット作業を行うほ場や作業の条件

に応じた適正な基準値を選択・設定する必要がある。さ

らにロボット各部の状態を検出するセンサの出力値や

出力特性は経年変化することがあるので，それらの出力

を定期的に確認し，必要に応じてセンサ等の較正，ある

いは基準値の変更を行う必、要があると考えられる。

4. 5 播要

ロボット作業の適応性向上・拡大の研究として，標準

作業法における作業重複幅や作業経路の履行)1誌等を選

択・設定できるようにした改良や，区画長辺に対して斜

めに往復作業を行う f斜め作業法jや思画4辺に平行な

直進作業を区画全面で行う「回り作業法j への展開を行

った。

さらにロボット作業を高い信頼性と安全性を確保し

て開始，実行，終了できるようにするために，作業前に

実施する自己診断と作業中に行われる異常時対応を行う

プログラムを開発・作成し，作業ソフトに組み込んだ。

(1)慣行のロータリ耕作業法に準じた標準作業法を実行

する掠準作業ソフトについて，ほ場の大きさなどの条件

に応じて作業重複幅の設定方法や設定経路の履行)1固など

を変更，選択できるようにした。

(2)斜め作業法は，畝立て栽培後の耕うん・整地を効率
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的に行うことや矩形でない芭闘の作業で必要となる斜め

方向作業を想定した作業法である。

その斜め作業ソフトは，標準作業ソフトをベースに開

発し，斜め作業の経路計聞と車両誘導では斜め角度に基

づく鹿捺変換を適用することにより，任意の斜め作業角

度を設定・履行できるように開発を行ったO

(3)回り作業法は，収穫や草刈り作業，施把作業などを

ロボットにより行うことを前提に提案した作業法であり，

標準作業法における照り作業を区間全国に対して行う作

業法ということができる。

回り作業ソフトについて，標準作業ソフトの経路計画

と周り作業を行うそジューノレをベースに，区画外側から

中央に向かつて作業を進める方法と，逆に，中央から外

側へ作業を進める方法の経路計画とロボット作業を実行

する作業ソフトの開発を行った。本作業ソフトでは，作

業を均等かっ円滑に履行できるような経路計闘と，旋回

における車両誘導法に特徴を持たせた。

(4)自己診断や異常時対応を確実に実施するために，ロ

ボット車両各部の状態を検出できるシステムを構成し，

また，オペレータとロボットが対話を行うための表示・

入力装置を備えた。

(5)作業前のオペレータによる初期設定として，航法シ

ステムの設定・起動，ロボット各部の設定，作業ソフト

の起動・実行を)1慣に行い，その所要時間は5-----1 0分程度

である。

(6)自己診断では，航法情報の正常な取得やロボット各

部の適正な設定・動作などをロボット自身がチェックし，

異常があった場合は，オベレータに異常の内容と対応方

法を表示して対応を要求する。

(7)異常時対応では，航法情報の取得や走行・作業の状

態などを適宜チェックし，伺らかの異常があった場合は，

走行や作業，機関の停止，異常報知などが行われた後に，

正常な状態への修正や復帰処理がオベレータとロボット

の対話により進められる。

(8)自己診断と異常時対応の機能は，各項目の動作確認

試験を行って所期の動作が行われることを確認した。ま

た，これらの機能を組み込んだ作業ソフトにより，これ

までに多くの作業試験やデモンストレーションを行って，

いずれの機能も問題なく動作し，ロボット作業を円滑に

開始，実行，完了することができた。
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第5章 口ボット作業の性能評価

本章では，ここまでに述べた航法システムとロボット

車両，及び作業ソフトを統合したロボットの性能評儲に

関して，ロボット作業の評価試験を行うために策定し

た試験方法と，その試験方法を適用して行ったロボット

作業の評髄試験の結果について述べる。

5. 1 無人作業の評価試験方法

ロボットの性能評価を行うに当たって，車両系ロボ

ットの性能やロボット作業の効果等を評イ認する試験方法

の存在を調べたが，試験方法として確立されたものは見

あたらなかった。そこで，生研センターの評価試験部や，

ロボットの研究・開発で協力を得た北海道大学農学部，

山形県農業試験場などに意見を求め，農作業を行う車部

系ロボットの性能や効果等を評錨する試験方法の策定を

行った 16)。なお，本項では，検討・策定した評儲試験方

法の対象を，従来の試験方法の対象である有人運転作業

と対比して f無人作業j という。

5. 1. 1 試験方法の構成

試験方法は，ロボット作業の能率や構度を石錨忍する作

業性能試験，無人作業を行うための機器の設営や初期設

定等の難易，安全性等を確認する取扱い試験，耐環境性

やロボット作業の安定性，信頼性を確認する信頼性車輸

により構成した。

ロボットの作業性能試験では，枕i也を含めたi玄画全面

を作業し，作業時間や作業軌跡，作業が行われなかった

面積，既作業域を車輪で踏付けた距離，区間外へのはみ

出しなどを計開し，無人作業の性能を評価する。また，

ロボット車両を有人運転作業する慣行作業も同じ試験方

法の下で実施し，対照試験とする。取扱い試験では，数

名の試験員が機器の設営や設定などを実際に行って評価

を行う。信頼性試験は， {可回かの作業性能試験を通じて，

ハードウエアの縦環境性やソフトウエアの信頼性などを

百平{面すーることとした。

5. 1. 2 計測割算出項目と評価

表 5-Uこ作業性能試験において計測，評価するための

項自の一部を示す。

表 5-1の項告において， r総時間」は作業のために必

要な全作業時間であり，無人作業では，作業前に行う航

法装置の設営やロボットの初期設定の時間，作業中のト

ラブノレ処理時間，作業後の航法装置の撤去時間などの非

作業時間が総持間に合まれる。慣行の有人運転作業では，

通常機械作業時間」と向じ時間となる。

表5-1 無人作業の評鑓試験の評髄項目凶 30)

自 出式

初期i設定，監視等を含む作業の開始から終了までの全作業時間。

機械が実擦に作業を行っていた時間。

機械作業時間を実作業面積で除した値 (min/10a)。

作業者能率 |監視以外で，作業のために作業者が拘束される時簡を実作業面積で除した館側n/lO心。
作業者拘束時間比 |監視以外で，作業のために作業者が拘束される時間の総時間に対する割合(%)。

非作業時間比 |機械作業以外の時間(総時間一機械作業時間)の総時間に対する割合(%)。

来作業面積 毘潤司辺部等の作喋が不可能な場所を除き，作業が行われなかった面積の総和(心。

総踏付け距離 慨作業領域内に最終的に残ったタイヤ踏付け跡の総延長距離 (m)。

総はみ出し面積 i区画外に踏み込んだタイヤ跡や区画外にはみ出した作業跡の総部積 (m2)0 

直進'性

進の平行度

往復作業方向の各無人作業行程(j=1"-' n)毎の，作業方向に直交する向き (X)の暫蹴:の
値えIj(j =l~m) の標準偏差u の，全無人作業行程の平均値 Ls (cm)。→図 5-1参照

J二記XIj(j=l~m) の較で値と最1J備の志乃，全無V人作類予誌の朝布{直La C叫。→国5-1 毅在

住後作業方向の各無人作謝官室の軌跡(芯，YIj)の1次回帰直識について，目標とする
進仔方向Y軸となす角度の絶対値の，全無~N井う人足子程の平均車 (J r )。→図5-1参照

生時人作業中にオペレータが何らかの処理を必要とするトラブノレがあった場合，
トラブル処週時間 I 

そのトラブノレ処理に要した総時間 (min)。
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XI 1T程 j(j= l'"'-'n) 
作業軌跡 (Xj，均) {Ji ん， }合)の毘帰直線

(j=l '"'-'m) ¥ 

Xllwxl.…u ・・・・ ..... . / 
入、の平均値

y (箇場区砲の長辺)

詔5-1 直進作業の精度に関する評錨指標の説明鴎 16)制

「機械能率j は単位面積を作業するのに要する時間で

あり，機械の性能に在右される他，有人作業では作業者

の能力に，無人作業では経路計画を含む作業ソフトの性

能により数値が変わる。

r 1.乍業者能率」と「作業者拘束時間比J，r非作業時間

比j は無人作業の効果を評価する指標で、あり，従来の性

能試験方法にはない新たな項目として設定した。いずれ

の項目も，航法システムの設営やロボットの初期設定な

と無人作業のために作業者が行うべき事項に要する時

間に関わるものであり，それらの値が小さければ無人作

業の効果が高いと評緬できる。

「来作業面積j から「直進の平行渡j までの項目は，

それぞれ作業の精度を評{屈する指標である。「総踏付け

距離j は，枕地で、の旋回やit高寄せ，切遮しの捺に既作業

域をタイヤで踏付けた跡の総延長距離であり，耕うん作

業や播種作業などでは，その距離が出来るだけ少ない方

が望ましい。 fj読まはみ出し面積」は，タイヤ跡や作業跡、の

毘画タトへはみ出した面積であり，ゼロであることが望ま

しい指標である。

f直進性J，進の擦 れi幅J，r註進の平行度j の3項

自は藍進作業の精度を評価する指標であり，航法システ

ムによる位置や方位の検出精度，統法'情報に基づく車両

の誘導・位置決め精度など，ロポットの制御性能を評髄

する重要な指標となる。これらの評価指標の説明図を臨

5-1に示す。藍進性は，往復作業における各行程直進作

業時の進行横方向ゐの標準偏差Liを式(5.1)， (5.2)'こより

え1~7F == I(えij/m (5.1) 

L/=J(2(A-M/(mω(5.2) 

Ls 工(Li/n ) (5 . 3) 

求め，その全行程平均値Lsとして式(5.3)により求める。

直進性は作業車j峨;の進行横方向へのズレの程度を評値

する指標なので，その数値は進行横方向の位置決め精震

とほぼ一致すると考えられる。

直進の振れi揺は，各行程薩進作業時の進行横方向 Xi/の

最大値と最小値の差について，その全行程平均値Lllとし

て式(5.4)により求める。

La = (工 (λJ18ax -xi 18111 ) ) / n (5.4) 

直進の平行度は，各行韓軌跡、の 1次回帰直線の進行方

向Y軸に対する角度。/について，その金行程平均値。

として式(5.5)により求める。

{J = (工 abs({J 1 ) ) / n (5.5) 

これら 3つの指標算出のための朝岡Fデ、ータ範囲は，各

行程とも， 180'旋回後に直進作業を開始した時点から現

行程の直進作業終了時点までとし，サンプソングデータ

はほぼ 2s間隔(速度0.5m/sで約 1m間隔)とした。デ

ータの陪簡については，算出値に基づき信頼性の高い評

価を行うためには，できるだけ小さいインターパルで高

精度な作業報胡;の計測を行う必要がある。

作業軌跡、の計測については，航法システム XNAVの位

費計測システムを用いて行うこととし，無人作業の場合

は， XNAVの位覆計測システム AP-Llの出力をロボット

に無耀通信するとともに，基準烏コントローラのノート

PCに作業軌跡として記録した。対照試験として行う有

人運転による慣行作業では， AP-Llを単に軌跡、計測のみ

に使用して作業軌跡を計測・記録した。作業相L跡、を構成

する位置データは，ロボットの後車軸中央位置，地上高
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2.2mに設置した光反射標識の位置データであり，ロータ

リ耕作業機の後端から約 1m前方の位震で、あるO

作業区聞は作業試験の前に踏み付け距離などは作業

試験終了後に，測定者が光反射標識を持って作業区間の

外周や作業医関内を回り， AP-L1により計測した光反射

標識の位置を順次ノート PCに取込んで計概・記録した。

5. 2 評価試験の実施

5. 2. 1 標準作業法の評錨試験

1)評価試験の方法

前項の評価試験方法を適用し，埼玉県鴻巣市の生研セ

ンタ-s付属農場において，ロボットによる無人ロータリ

耕作業の評価試験を行った。 f共試ほ場はコンパイン収穫

後米作業の水間で，士性はシノレト費壌土，土壌群は灰色

抵i出土である。作業性能試験は 1997年 12月 1113に，ロ

ボット区とロボット車両を有人運転により作業した貴行

区の2試験反を設け，ロボット作業は標準作業法(襟準

ソフトを実行)により行った。

作業性能試験の区間は，未作業状態のほ場内に 50a(50

x 100m)の註闘をヒモで、思切って設定した。ロータリ耕

作業機の作業揺は 170cmであり，往復作業における作業

10cmを目標とし，作業速度はいずれの試験区

も約 O.5m/s，速度段で日-1速以上を話擦にした。耕深は

12cmを自擦とし，ベーストラクタの耕深制御機構の調

-設定を行った慣行区は，山形県農業試験場の熟練

オペレータがロボットを手動運転して行った。

ロボ、ット区における杭法システムの設営，設定に要す

る時間は，作業能率を求める場合の作業時間に含めた。

また，作業区間等のティーチングデータの取得について

は 1つの作業区習に対して，はじめの l詔だけ行えば

良いことから，既に取得済みのものとした。

毘 5-2 生研センタ一瞬属農場での作業性能試験

取扱い試験は， トラクタ作業の経験のある山形県農業

試験場の職員 3名に した取扱説明書に従ってロボ

ット作業を実施してもらい，取扱い性の良否などについ

て聞き取りを行って実施した。ロボット区においてオペ

レータが行うことは，作業前が，手動運転によるロボッ

トの移動や航法システムの設営と設定，ロボット上の機

器と各部の初期設定であり，作業中は作業の監視と異常

時に!必要な対応を行うことである。 作業終了後は，ロボ

ットと航法システムの終了処理及び移動である。

2)試験結果と考察

作業性能試験の様子を[g15-2に，試験結果を表5-2に，

ロボット作業の朝IJi!JjFを図 5-3に示す。

a)作業能率

5-2の作業能率に関する結果を見ると，機械能率や

闘場作業効率はロボット作業と横行作業とでほぼ間程度

の結果で、あった。ロボット作業による省力化の効果を最

も評価できる指標として求めた作業者能率は慎行作業の

表 5-2 作業性能試験の結果例 16)鉛)

試験実施場所 生研センター附

ロボット毘 慣行医

陸揚毘酪在百犠 (a) 50.00 49.99 

作業速産段 日-1 1-1-1 

総時間 (min) 142.1 126.3 

機械作業時間 (min) 128.5 122.9 
時的可叫a

作業(耕うん)面積 (a) 49.74 49.09 

実作業速度的/s) 0.50 0.50 

耕深 (cm) 10.5 10.2 

機械能率 (min/10a) 25.7 24.6 
‘曹司自吋"......，，-町晶引晶晶‘--.叫"“可・田町司“刊日晶

作業者能率 (min/10a) 2.7 25.3 

悶場作業効率(%) 76.1 77.8 

作業者拘束時間比倫) I 9.5 100.0 

非作業時間比(%) 9.5 2.7 

(a) 0.0 0.4 
戸田町叫明白 ‘ . . . . . . 叫 白 回 目 町 四 、 町 ‘ . . ， - . . . .

総踏付け距離 (m) 67.4 13.1 
…白山叫

総はみ出し面積 (m2)
〉村吋H町.......町何回H田川町伺宇田町町F吋ー争咽

直進役 (cm) 2.7 19.1 

直進の振れ隠 (cm) 12.6 

主主進の平行度 C) 0.01 

トラブル処理時間 (min)

※ダッシングと区罰設定ひもの作業機へのからみ除去

によるもの。
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約1/10であり，単位時間あたりの作業面積でみると約

10倍，作業者拘束時間比は 10%以下となり，ロボ、ット

作業により超省力化が間られた結果となったO

b)作業精震

表の作業精度に関する結果を見ると，総踏付け距離を

除き，ロボット作業が慣行作業を明らかに上回る作業精

度で、作業が行われたとし、う結果で、あった。

総踏付け距離については，明らかにロボット作業の方

が多い結果となった。これは，有人運転の'慣行作業に比

べて，ロボットによる旋回後のI!J高等せや切迭しが比較的

緩やかに行われ， 目標とするI幅寄せや切返しに距離を婆

した結果と考えられた。ロボットの場合， 自動操舵の速

度が必ずしも速くないことや，地面とタイヤ開の抵抗か

ら停止状態では大きな操舵は切れない(操舵モータに過

負荷がかかる)ことから，現状では旋回後の幅寄せや切

返しを比較的緩やかに行わざるを得ない。踏付け距離を

減らすためには，操舵制御系の構成を見直すとともに，

より効率的な旋回や輯寄せ，切返しを行うための車両誘

導方法の検討が必要であると考えられた。

c)取扱い性と信頼性

取扱い試験の結果 3名の試験員ともロボット作業を

JI度調に実施することができた。しかしながら，取扱説明

、て，各種搭載機器の初期状態の説明やキーボー

ド、を使つての設定値入力の方法の説明等が不十分で、，

器の設定や操作について試験員が疑問を持つ点がいくつ

かあり，取扱説暁書の内容について検討，改良が必要で

あると考えられた。

ロボットの敢扱い性を向上するためには，従来型の取

扱説明書の充実とともに，作業前の各種設定や異常発生

時の対応を行うためのマン マシンインターフェースの

充実も重要である。現状のロボットにおいても，コント

ローラを ONにした後は作業ソフトが起動し，ディスプ

レイとキーボードによる対話形式によって設定や操作が

進められるようにしているが，このようなマンーマシン

インターフェースの検討，改良を加えれば，取扱い性が

より改善されるものと考えられる。

また，ロボット上のディスプレイにはパソコン用の液

晶ディスプレイを用いており，雨除けと日除けのカバー

は装備しているものの，直射日光の方向によっては見難

いとの指摘があり，視認、性の改善が必要である。

ロボット作業の信頼性については，上記作業性能試験

を含めて，これまでにほ場試験やデモンストレーション

を延べ 120ha以上実施したが，第2章の 2.7項でも述べ

たように，航法システムやロボットの改造鯖所，搭載機

器などに大きな故賠やトラブソレなどはなく，耐環境性や

耐久性について開題ないことが確認された。

5. 2. 2 各作業法の作業性能試験

1)作業性能試験の方法

第4章で述べた斜め作業法，及び2通りの回り作業法

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 m 

m ?"悌世・・

-5 ・

-15-. 

-25マ事

-35 

-45 

- -・・・ 4静

E 、幽明記ヶー か~.

φ・網"綱刷胸個岨・・"・・・剛園開句幽 ・・圃嗣網棚働綱幽・・・・・欄惨幽・・冊綱嶋構刷網"・・・・舗幽僻附則刷脚"場争

-55 -酬イ多幽綱ほ場区間 一ーロボット作業軌跡

関5-3 航法システム XNAVによるロボット作業の軌跡 ω30)
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のロボット作業について，ベースとなる標準作業法も含

め，開発した作業ソフトによるロータリ耕うんの作業試

験を行った加。

各作業法の比較を行うために，いずれの作業法の試験

も跨ーの試験ほ場:生研センター内試験ほ場([KU富山

><52mのほぼ平坦な熔地)で行い，作業速度は約 0.5m/s

G車度設 H-1速)とし，斜め作業法における斜め角度は

45'とした。試験ほ場は作{寸けを行っていない畑地で、あり，

雑草が少ない表面が乾燥している 12月に試験を実施し

た。士↑生は壌土，土壌群は黒ボク土である。

2) 試験結果と考察

国 5-4，図 5-5，図 5-6に諜準作業法と斜め作業法，回

り作業法2の試験の様子を示す。また，表 5-31こ作業試

験の結果，図 5-7'"'"'圏5-10にロボットによる標準作業法

と斜め作業法，回り作業法 1，回り作業法2の走行・作

業lji)由主を示す。走行・作業報峨:の測定方法は 5.1.2項に

したとおりである。

した試験結果の中の指標は， 5.1項で述べた作

業性能試験における計測・評価指標であり，直進性や直

額 5-4 標準作業法の試験

密 5-5斜め作業j去の試験お)

函 5-6@]り作業法2の試験 23)

進の平行度は，上記のAP-L1計測の位置データに基づく

作業弱胡;から算出，評倍した。

表の結果や作業時の走行・作業軌跡から，いずれの作

業法でも残耕や区画からのロボットのはみ出しはゼロで，

寵進性や誌進の平行度といった指標についても総じてロ

ボットの制御が良好に行われたことを示す結果で、あった。

機械能率はロボットの作業能率と見ることができ，旋

回の回数が多く非作業の割合が多い斜め作業法では，

械能率は低くなったO 回り作業法では標準作業法と間程

度で、あった。

総踏み付け距離では，回り作業法2は，作業行程聞の

90
0

旋回や幅寄せを行う領域がその後作業を行う来非

業域である場合が多く良好な結果が得られた。回り{乍業

法 1では，その領域が既作業域である場合が多いため当

然の結果として既作業域の踏み付け距離が多くなった。

直進性や直進の平行度については，斜め作業法と回り

作業法2が若干低い結果となった。いずれの作業法でも，

旋回後の次行程作業開始時に進行横方向の嬬差が残って

いる場合が多かったが，斜め作業法では距離が鰹い作業

行程が多いことから，その偏差により行程当たりの横方

向偏謹が大きくなる傾向にあることが考えられた。回り

作業法2では 1照前の周回作業で、旋回やl臨寄せを行っ

て路面に出凸ができた領域が次の周囲作業の作業経路と

なることが夜進制御の精度を低下させる原因になってい

ると考えられた。

り作業法において導入した前進と後進 90
0

旋回に

よる車両誘導法(第4章毘 4-4)は，旋回半径を学習し

て安定的に行われることを意思したが，前輪操舵の車問



58 農業機械化研究所研究報告 第 41号 (2012)

表 5-3 各作業法による作業試験結果 23)

法
問

業
一

作

田

)

¥
一
的

-
口

μ
プ，
l

g
一
敬
一
蹴

項
一
試
一
時

標準作業法 | 斜め作業法 i 思り作業法 1 I 回り作業法2

1998年間 12日 I 19路年間9日 I 1998年間21日 11998年間4日

0.49 0/19 0.49 0.50 

機械能率 (min/lOa) 35.90 

作業者能率 (min/10a) 3.78 

作業者拘束時間比(見) 10.63 

45.36 35.26 35.22 

3.78 3.78 3.78 

8.40 10.82 10.82 

残耕面積 (a) 0.0 0.0 0.0 

総踏付け距離 (m) 47.54 57.41 234.68 21.37 

直進性 (cm) 1.9 3/1 1.9 

直進の平行度 c) 0.05 0.18 0.05 0.13 

※表 5-1に示した評価指標(項目)。

による大舵角での後進旋回では車両後部の位置や車両方

位の変化が大きく，必ずしも再現性の高い車両誘導，位

置決めが行なえなかった。後進 90
0

旋回では，旋回角

70
0

程度以降は舵角を戻して後進幡寄せに移行するな

どの方法を検討する必要があると考えられた。

3)各作業法の総合評価

上記試験結果から，ロボットにより，標準作業法だけ

でなく，斜め作業法や回り作業法を高能率，高精度で実

施できることが明らかとなったO このことから，ロボッ

トトラクタ，あるいは類似の構成のロボット車両システ

ムにより，施把作業や草刈り作業なども高能率，高精度

一一一:作業軌跡
20 
打1

で実施できるものと考えられる。また，斜め作業ソフト

の任意の斜め作業を行うアルゴリズムを適用することに

より，矩形でない区画でもロボット作業が行えると考え

られた。

標準作業法は作業時の走行方向が区間4辺のいずれか

に平行で、あり，有人運転でも作業方向の判断や位置決め

のための目標が取り易い作業法と言える。これに対し，

斜め作業法は，斜め作業時の作業方向や作業開始，終了

位置の見極めが難しく，有人運転作業は容易で、はない。

また，区画の中央から外側に向かう由り作業法2は，無

駄のない作業を進めていくためには，まず，最初の行程

の経路や作業開始，終了位置を的確に見極める必要があ

非作業軌跡(旋回，幅寄せ等)

辺警 。
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り，有人運転作業の場合， 目視だけで見極めを行うのは

毘|美佐である。

このように，斜め律業法や回り作業法2は，経路計画

と時々刻々の位置情報に基づいて車両誘導を行うロボッ

トによって，はじめて，その高能率，高精度な実施が可

能となる作業法と言うことができる。

5. 3 航法システム XNAVの評価

上記の作業性能試験の結果などから，航法システム

XNAVについて，そのロボット作業における航法性能や

取扱い'1、生等を評{出した。

1)航法性能

作業性能試験では作業重複11屈をlOcmに設定してロボ

ット作業を行ったので，米作業面積がゼロの場合，進行

横方向の車両の位置決め精度は 5cm以下と評価できる

(表 5-3，直進性参照)。また，設定作業区画に対する作

業面積の割合や作業精度に関する指標の数値は，ロボッ

ト作業の方が慣行作業よりも高かった。熟練オベレータ

による有人逆転作業の位置決め精度が 5cm程度と考え

ると， XNAVによる位置検出精度は誤差5cm以下と評1ilIi

できると考えられた。

'2)取扱い性

初期設定では AP-Llの設置や設定にややiI寺問を要す

るが， AP-Llの設置台を常設しておけば，それらに要す

る時間は5分程度であり，取扱い性に問題はないと考え

る。 XNAVの基準局の電源lこついては，高用電源が得ら

れなくても， 200W程度の発電機があれば卜分である。

3)適用場面等

XNAVは，位置情報計測に関してはロボットが動く範

囲を基準局から常に見通せる条件下では問題なく適用で

きるシステムである。方位A情報計測に関しては，地磁気

方位センサにより方位情報を計測しているため，ほ場の

近く lこ地政気を乱す構造物がある場合はロボット作業の

精度が低下する場合があるが，その影響が大きいのは構

造物に近い!支障周辺部の作業時であり，最外周の屑り作

業は手動運転により行うなどの対応も可能である。

XNAVの適用範囲は，基準局と移動局であるロボット

I~\]の通信距離と AP-Llの標識追尾，測距可能距Iljfgに制摂

されるが，見通しが良ければ基準局から半径 500mの範

固でロボット作業が可能で、あり， XNAVの移設も難しい

ことではないので，問題は少ないと考える。

5. 4 摘 要

航法システムXNAVとロポット車両，及び作業ソフト

を統合したロボットの性能評価を行うために，無人作業

の評価試験方法を検討・策定するとともに，ロボットに

よるロータリ耕作業の評価試験を生研センター附属農場

や生研センター内試験ほ場において行った。

(1)ロボット作業の性能を評価するために，無人作業の

能率や精度を確認する作業性能試験や，取扱い試験など

から砧:成される評価試験方法を検討・策定した。

(2)作業性能試験では，作業者能率や作業者拘束時間比

などの無人作業の効果を評価する指標や，直進性や直進

の平行度などのロボット作業の精度を評価する指標を試

験・評価項目に採用した。

(3)策定した評価試験方法を適用し，生研センター附属

農場のコンパイン収穫後水田に 50aの区画を設定して，

標準作業法のロボット作業の評姉試験を行ったO 試験で

は同条件で慣行の有人運転作業も行った。

(4)評価試験の結果， 50X 100mの矩形区眠において，慎

行の有人運転11作/乍戸業と同程度の作業能率でで、ロボボ、ツト作業を

行うことが可

i速豆転{作乍業を上まわる作業が行われたO

(5)ロボットの取扱い性については， トラクタ作業の経

験がある人なら，取扱説明書に従って問題なくロボット

の運用ができることが分かつたが，取扱い性に関する焼

同点，改良点もいくつか指摘された。

(6)第4章で述べた斜め作業法，及び2通りの回り作業

法のロボット作業について，ベースとなる標準作業法も

含め，開発した作業ソフトによるロータリ耕うんの作業

性能試験を行った。

(7)作業試験の結果，作業速度約 0.5m/sでパ、ずれの作

業法によっても残耕や区間はみ出しのない良好なロボッ

ト作業を行うことができた。

(8)斜め作業法や回り作業法2は，経路計画と時々刻々

の位置情報に基づいて車両誘導を行うロボットによって，

はじめて，その高能率，高精度な実施が可能となる作業

方法である。

(9)評価試験の結果から，航法システム XNAVの航法性

能は目標性能を満足するもので、あった。その取扱い性や

適用場面についても問題は少ないと評価された。
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口ボット作業の活用一各種作業の実行

として 1人のオペレータがロボ、ツトによる無

人ロータリ耕を行い，それを時折監視しながら従来型ト

ラクタを運転してロータリ耕を行う作業試験を実施した。

6. 1. 1 作業試験の方法

1)試験条件

作業試験は，北海道立中央農業試験場のえん麦メIJ取り

後来作業のほ場で行い，ほ場内に 30X165mの矩形区跨

を3区並べて設定し(関 6-1)，中央の 1

つの区画を有人運転作業を行う慣行区，もう 1つの区画

をロボット作業を行うロボット区として試験を1Tった。

ほ場の土性は砂~土，土壌群は黒ボク土で，試験は 1998

10月 13日に行った。

有人運転作業用のトラクタには，

1 

本章では，ロボット作業の効率的な手IJ活用方法やロー

グリ耕以外への適用に関する研究について述べる。

具体的には，まずロボット作業の安全で効率的な利用

方法として，作業途中に資材補給等で作業者の関与が必

要でないロータリ耕において 1人のオベレータがロボ

ットに作業を行わせながら従来型トラクタの有人運転作

業を行う作業方法を指案し，その作業方法を適用したほ

場試験結果について述べる。次にロータリ耕以外の作

業への適用として，播種作業を行う「播種ソフトj と代

かきを行う「代かきソフトj を作成し，それらの作業ソ

フトの構成や特徴，及び作業乱射古果を述べる。播種作

業ではロボット作業により作業者を減らすことを目標と

する試験を，代かき作業ではロボット作業により効率的

な作業が行えることを確認する試験を行ったの ω24)

第6章

ラクタと間じクボタ GL321を用い，ロータリ作業機も作

業i隔 170cmの向仕議のものを使用した。

前提条件として，対象IR酪で、は定常的にロボット作業

が行われており，ロボットの航法システム XNAVの基準

AP-Llはi玄関外の適当な場所に常設されている

と仮定し，その超勤と設定のみを毎回のロボット作業の

前に行うこととした。また，作業区画情報を取得する

ィーチングは実施済みであり，作業前にコントローラか

ら咋業区画靖報を読込めば良いこととした。この航法シ

ステムとティーチングに関する前提条件は， 6.2項の変

播種作業試験と 6.3項の代かき作業試験も同様とした。

作業の方法は，開試験区とも標準的なロータリ耕作業

法，つまり，区闘の内側を隣接往復作業により，タト屑枕

地は3周の周り作業により処理する方法とし，ロボット

ロボットのベースト

2合間時作業j去の作業試験産芯1)題6-1

A
T
g
c
m
l
V
A
γ
5
0的
小

V
A小

a
g
o円
l
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6. 1 2台問時作業法

ロボットによるロータリ耕では，航法システムの設定

や作業区間情報の読込み，走行速度段の設定などの初期

設定を作業前に行えば，後はロボットのみによる区画全

面の無人作業が行われる。一方，第4章で述べたように，

ロボットには作業前の自己診断機能，作業中の異常時対

応機能が備わっており，ロボット作業の開始，実行が円

滑に行われるように対応を行っている。

しかし，作業区閣内のlま場条件の変化が大きい場合は，

走行速度段やPTO速度段，耕探を作業の途中で変えざる

を得ない場合がある。また，ほ場を柵で毘うといったこ

とが一般的でない農業現場で、はロボット作業中に作業区

画内に人が入る場合も想定されるO このような状況の検

出やロボット作業の再開・継続は異常時対応機能により

行われるが，状況に応じた適切な走行速度段の選定・変

更などの対応は，試作したロボットでは，作業者である

オペレータの料紙対.~に頼る必要がある。

そこで，試作したロボットによる作業を安全かっ高い

信頼性で実施し，オペレータ 1人当たりの作業能率を向

上させる作業方法として，オベレータがロボット作業を

時々監視しつつ，同じほ場内またはロボット作業を克通

せる53IJのほ場において有人作業を行う作業形態が考えら

れる。その作業形態を 12台同時作業法Jと呼び， その



62 農業機械化研究所研究報告第 41号 (2012)

の作業ソフトは第3章で述べた標準作業ソフトを用いた。

オペレータはトラクタ作業に慣れた間試験場の職員とし，

作業速度はほ場の状態から再試験区とも約 0.5m/s(速度

段 H-1速)，耕深は 12~13cm を目標にトラクタの自動耕

深制御機能を使用して作業を行った。目探の耕深を得る

ための作業部の設定は，オベレータが事前の確認，調整

を行って決定したが，下記 2) の手)1畏(長)において，区

間内の適当な場所で調整作業を行って確認，設定するこ

ともできる。

創作業の手JI填

上記条件の下，オペレータが行う作業等の手)1境は以下

のとおりとした。

( i) 2台同時作業法の開始として，作業区画外に設置

済みの AP-Llを起動し，その初期設定を行う。

( ii )作業区躍の近くにあるロボットをロボット作業区

画内に手動運転で移動する。作業IR画内の停止位置

はほ場の出入口付近の適当な位置で良く，下記(iii) 

の作業開始後，ロポットは自己位置を認識して予定

の作業起点まで適切な経路上を空走して行く。

(温)ロボットの初期設定として，作業匹画情報の読込

みや速度段の設定，作業ソフトによる自己診断を行

った後，ロボット作業を開始する。

(iv)作業区磁の近くにある従来型トラクタを慣行区内

に移動し，有人運転作業を開始する。

(v)オベレータは脊人運転作業を行いつつロボット作

業の状況を時々監視し， トラブルなどがあれば対応

する。また，ロボットの区画外への暴走などの非常

事態に備え， リモコン非常停止装置を携帯して作業

を行う。

( vi)有人運転作業が終了したら， トラクタを慣行区外

に移動するとともにロボット作業が終了した段階

で終了処理を行い，ロ*ットをIR画外に移動させて

2台詞時作業法の終了とする。ロボット作業が先に

終了した場合も，最後にロボットを区間外に移動さ

せて全作業の終了とする。

3)作業試験での調査・評価項自

再試験区の作業とも，作業手)1債の所要時聞を測定，

調査して作業能率を評価し，作業の軌跡等を測量，調

して直進性や残耕部積などの作業精度を評価した。

また，航法システムを含むロボットの取扱い性につい

ての評価も行った。 6.2項の麦播種作業試験も含め，

作業能率や作業精度の評価における指諜の算出など

では第5主主で、述べた評価試験方法を用いた。

6. 1. 2 作業試験の結果と評価

作業試験の様子を圏 6-2に，主な作業能率，作業精度

に関する開定結果を表 6-1に示す。

1)作業状況と作業能率

問試験区とも，前項 2)の手)1頃(i)~(vi)をトラブルな

く遂行することができ， 自探のおt-深 12~13cm を維持し

たロータリ耕を区画全面に対し行うことができた。慎行

区の有人運転作業では，隣接往復作業や周り作業はロボ

ット区の作業と同じ速度段目一1速により行われたが，

図6-2 2台同時作業法の作業試験 2.1)

表 6-1 2台同時作業法の作業試験結果 2.1)

項 目※ |総合|憤行底|ロボツト

主耕}井?うん有弓]能面積 (匂ω呂ω9槌8.6 4却9.3 4却9.3

実耕うん面積 (a) 98.1 49.0 49.1 

総作業時間(羽in) 127.6 

初期設定時間 (min) 2.9 2.9 

無人作業時間 (min) 123.9 123.9 

有人作業時間 (min) 115.5 115.5 一

撤去時間 (min) 0.8 0.8 

機械能率 (min/10a) 24.4 23.6 25.2 

作業者能率(羽in/10呂) I 13.0 23.6 0.8 

残耕面積 (a) 0.04 0.04 0.00 

総踏付け距離 (m) 96.4 49.3 47.1 

直進性 (m) 一 0.11 0.04 

夜遊の平行度 C) 0.09 0.01 

※評価指標(項思)については，第5 5-1参照。



松尾・行本・山本・野口:ロボットトラクタの開発 63 

走や旋回は速度段を適宜変更して行われたため，全作業

時間はロボット匹より短く，横行涯の機械能率はロボッ

ト区をやや上回る結果となった。慣行の有人運転作業の

作業能率は表 6-1 の慣行区の機械能率として

23.6min/lOa， 2台問時作業法では，作業の総時間

127.6minを実耕うん面積98.1aで除した 13.0min/lOaであ

り，その比は1.82となったO この結果から，ロボットを

利用した 2台同時作業法により，オベレータ 1人で慣行

作業の約1.8倍の能率で作業が行えることが確認された。

2)作業精度

6-1の作業精度に関する結果から，作業が行われな

かった残耕面積は慣行症で、 O.04aあったが，ロボット

ではゼロで、あったO 旋回時などに既作業域に侵入した結

果である総踏み付け距離は，慣行区とロボット匿に大き

な差はなかった。慣行毘(有人運転作業)の総踏み付け

距離が 5.2.1項の生研センタ一階層J農場での試験結果に

比べて大きくなったのは，オペレータの技量の違いによ

るところもあったが，本試験でのオペレータが，ロボッ

ト作業に遅れることがないよう，必要以上にロポットを

意識したことが大きな原閣と考えられた。

直進性や直進の平行度は明らかにロボット作業がJ慣行

作業を上部る結果となった。

3)敢扱い性と総合評嫡

航法システムを含むロボットの取扱い'性については，

取扱説明書を用意し，また 1時間程度の練習を行ったこ

ともあり取扱いが難しし、Jといった評儲はオベレータ

から閣かれなかった。この結果は，第5主主での試験と間

諜の結果で、あった。ロボット作業が円滑に実施され， ト

ラブ、ルなく終了したことは，作業前の自日診断機能によ

るところが大きく，その機能を有することがロボットの

取扱い性に賠題がないと評{屈される一屈と考えられた。

上記のとおり 2台同時作業法は特に問題なく実施す

ることができ，ロボット作業がトラブγレなく行われれば，

河作業法によりオペレータ 1人で従来型トラクタによる

慣行作業の約1.8倍の能率で作業が行えることを確認し

た。このことから，総合的に晃て 2台同時作業法はロボ

ットを有効かっ安全に活用する作業法と評倍で、きた。

ただし，ロボット作業にトラブ、ノレがあった場合は，

人作業も一時中断する必要があり作業能率が低くなるの

で，作業前の初期設定を適切に行うとともに，作業状況

の確認を作業前に行うことも必要である。一方で、，作業

試験では有人運転作業がロボット作業より 8.4分早く終

しており，オベレータはその待ち時間に次のほ場作業

を行うことも可能であることから，有人作業とロポット

作業を組み合わせた作業法は吏に高能率で作業を行える

可能性がある。

今回行った作業能率の試験，評{屈では，ロボットの作

業ほ場までの移動時間や作業状況の確認、・調整時間は含

めなかった。その理由は，これらの時間が従来の有人・

慣行作業でも必要な時間であり，これらの時間がロボッ

ト作業と有人作業の並行実殖によっても増えないこと

を前提条件としたためである。その前提条件は，ロボッ

トの作業ほ場までの移動は有人運転の従来型トラクタ

にロボットが自動追従して，あるいはロボットと作業機

を搭載したトレーラを従来型トラクタでけん引して移

動することにより実現される。また，従来型トラクタは

作業機も含めてロボットと向型式のものとして，作業状

況の確認・ ロボットまたは従来型トラクタにより

1回行えば良いことによって実現される。

6. 2 麦播種作業

大区画ほ場の小麦の施把・播種作業(以下， r播種作業J)

は通常2人で作業が行われ 1人は主にオペレータとし

て播種機を装着したトラクタの運転を行い，もう 1人は

捕助者として肥料と種子を積載した運搬車を運転・移動

しながら，適宜，播種機に種子と把料を補給する作業を

行う。この通常2人で行われる大臣i関ほ場の播種作業に

ロボットを適用し， 1入作業で行う省力化について検討，

試験した。具体的には，ロボットにより播種作業を行う

作業ソフト「播種ソフトj を作成し，農家ほ場において

作業試験を実施した。

6. 2. 1 播種ソフト

大区画ほ場での小麦播種作業は長辺方向の隣接往復作

業のみで行うことが多く，播種ソフトは標準作業ソフト

の隣接往復作業を行う部分をベースに構成した。柱復作

業の行程間縞である作業ピッチは播種機の作業幅 270cm

(畦開 30cmX9畦)であり ロータリ耕の作業重複l隔を
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含む作業ヒ。ッチ 160cmより大きいため，行程端での旋回

ではトラクタの片ブレーキ及び旋回時前輪増速機構「倍

速ターン」の機能を効かせない設定とした。旋回時の舵

角は，旋回半径が作業11屈の半分 135cm程度となる舵角を

事前に調査・確認し，同舵角を旋回時に与えたO

作業試験ほ場の長辺が 286mで，使用播種機のホッパ

容量と施肥・播種量から概ね2往復lこ1閉，肥料と種子

の補給を行う必要があることから 2往復に 1回，ほ場

端で停止するように播種ソフトを作成した。種子等の補

給を行し、ながら隣接往復作業を行う手順と，播種ソフト

の流れ([]内)は以下のとおりである。

( i )種子等の補給を行う側のほ場端にロポットを手

動運転で、移動し，ロボットの初期設定を行う。

[播種ソフトの起動→作業区画情報の読込み等初期

設定]

(並)播種機のホッパに種子・肥料を入れ，作業を開始

する。

〔作業開始キ一入力待ち→キ一入力検出→播種機上

げ一〉シ'ヤトノレ前進]

( iii)播種開始位置まで前進移動後，播種作業を開始し，

行程の作業終了位置で作業停止，180
0

旋屈する。

[開始位置で播種機下げ→スロットノレ上げ→終了位

置で播種機上げ，スロットル下げ→旋回のための操

舵→180
0

旋回後操舵戻し]

Civ)上記(温)を 2往復分繰り返し。

(v) 2往復後に 180
0

旋回，肥料・種子の補給位置ま

で後進移動し停止して，(ii)へ。

[旋由後，シャトル変速:停止ー〉後進→{亭止→播種

機下げ〕

(vi) (証)~(v)を，作業予定区画の作業が終了するまで

繰返す。

6. 2. 2 播種作業試験の方法

ロボットによる播種作業試験は北海道河西郡芽室町の

農家ほ場で行い，ほ場はスイートコーン作付け後に耕う

ん整地を行った畑地で¥土性が壌土，土壌群は黒ボク土

である。播種機は，田端農機具製作所製の型式名 TW-7

(トラクタ直装式 7畦用)を 9畦用に改造したものを

用いた。向播種機はロボットの機関出力 24.3kWのベー

ストラクタに装備，作業するには重量バランスが適当で

ないが，作業速度を低めに設定して試験を行った。

試験は 286X65mの矩形区画で行い，上述のとおり，

2往復に 1回，種子等の補給を行う長辺方向の隣接往復

作業を実施した。作業者については，種子等の補給は慣

行作業と同じように行いたいという農家の要望によりオ

ベレータと補助者の 2名を配置し，オペレータはロボッ

トの取扱いと作業の監視及び補給作業を，補助者は補給

作業と補給時の種子等を積載した運搬車の運転・移動を

行うこととした。このため，ロボット作業により 1人作

業を可能とする省力化の検証については，作業状況を観

察して評価した。また，ロボット区の他に慣行区を設け，

慣行区ではロボットを有人運転して播種作業を行うこと

とし，その区画は 286X22mとした。

ロボット区，慣行区とも，播種作業や種子等の補給の

所要時間を測定して作業能率を調査するとともに，作業

のi開峨:を測定，諦査して直進性や直進の平行度などの作

業精度を評価した。また，上記の 2台同時作業法の試験

と同様，航法、ンステムを含むロボットの取扱い'1主につい

ての評価も行った。試験は 1999年 9月 18日に行ったO

6. 2. 3 作業誌験の結果と評価

ロボット作業の様子を鴎 6-3に，作業能率や作業

精度の測定結果を表 6-2に示す。

1 )作業状況と作業能率

ロボ、ツトによる播種作業はトラブノレなく順調に行

うことができた。

作業速度とほ場作業量はロボット区が 0.86m/s，

0.68ha/hであったのに対し，慣行区が1.17m/s，

殴 6-3 ロボットによる播種作業誌験出)
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表 6-2 播護作業試験の結果民)

自 慎行区 ロボット区

作業街積 (ha) 0.62 1.85 

平均作業速度 (m/s) 1.17 0.86 

作業時間(羽in) 43.0 163.1 

(ha/h) 0.86 0.68 

1 (h/ha)※ 2.31 2.94 

作業者能率2(h/ha)誌・1.32 0.34 

ω0.08  0.05 

直進の平行度 C) 0.02 0.01 

播種行程|平均 (cm) I 31.5 31.8 

隣接条関|標準偏差(cm) I 6.5 8.2 

※1 :総作業時間で見た作業者 1人当たりの能率

※2 :作業に拘束された時間で見た作業者 1人あたりの能率

0.86ha/hであった。これはロボット作業における

定作業速度が低かったためであり，ロボット作業で

は作業前の設定速度段 (H-3速)を作業終了まで変

えなかったのに対し，慣行作業では作業負荷に応じ

てオベレータが適宜，速度段を H-4速に上げたこと

による O

矯議と の補給に要した時間の内訳を見ると，

作業速度が高かった慣行区で、播撞の割合が小さくな

ったが，作業速度が間じと仮定した場合の補給に要

する時間割合はロポット区と J慣行誌でほぼ向じであ

った。

総作業時間で見た作業者 1人当たりの能率は表の作業

者能率 1として，ロボットが 2.94h/ha，慣行区が

2.31h/haとなり，作業速震が高かった分，慣行区の能率

が高い結果となった。一方，作業に拘束された時間

づき作業者1人当たりの能率を試算すると，ロボット区

では2人の作業者が補給のみに拘束されたと見ることが

でき，表の作業者能率2として 0.34h/ha，慣行作業では

1人が全作業に拘束され 1人が補給に拘束されたと

えられ，その能率は1.32h/haとなった。さらに，作業の

観察から，ロボット区における補給はオペレータ 1人で

も十分に行えると考えられ，補給に要する時間が増えた

としても，省力的な播種作業が行えると考察された。

2) 作業構震

6-2の試験結果から，作業時の直進性はロボット区

が5cm，慣行区が 8cmであり，ロボット区では自標誼

進経路からの横方向偏差がほぼ5cm以下の高精度作業

が行われた。各行翠の揺種作業跡の平行度についても表

の誼進の平行度からロポット区の方が良し治吉果となったO

各行程の隣接条間については，目標の 30cmに対しロ

ボ、ツト区が平均 31.8cm，慣行区が平均 31.5cmであり，

ロポット区と'1貴行区はほぼ同等で、あったO 隣接条間の標

ロポット区の方が大きい結果となった。この結

果は，行経端の枕地を小さめに設定したことにより

180
0

旋回後の前進幅寄せ距離が短くなり，次行穏の作

業開始位置まで、に予定経路に乗る幅寄せが完了しなかっ

たことによると考えられた。

ロボット区での播謹開始故置と終了位置について，進

行方向に 0.5m程度のズレが生じた行程があった。この結

果は，ロボットのベーストラクタの油臣揚力に対して播

種機が重過ぎたため，重量が変わる播種機の昇降を安定

して行えなかったことによると考えられた。

3)敢扱い性と総合評倍

航法システムを含むロボットの取扱い性については，

上記6.1項の2台問時作業法の試験結果と同様， r取扱い

が難しいj といった評価は関かれなかった。

諸種作業では種子や肥料の補給を適宜行う必要があり，

ロボットを用いても完全無人で作業を完了することはで

きないが，ロボットの適用により慣行の 2人作業を 1人

作業で行うことが可能である。また，その 1人作業も，

長時間の隣接条間を維持する運転操作の負担から解放さ

れ，時折監視を行いつつ必要な時に補給を行えば良いこ

とから，ロボットによる播種作業は省力イヒと軽労化が達

成される活用方法と考えられる。

ロボットによる播種作業において改長が必要な点とし

ては，行程端での 180。旋回後の前進幅寄せを煙い距離

で行えるようにすること，さらに，旋回後の幅寄せ必要

るだけ小さくするためにそれまでの旋田後の

娼寄せ必要量を学習して旋回時の舵角を調整する機能を

持たせることが必要と考えられた。また，播種作業に限

らず，広いほ場での作業では自視による作業状況の監視

は 300m程度までが限界であり，作業状況を遠隅モニタ
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できる方法を検討することが必要と考えられた。

6. 3 代かき作業

水田の代かき作業(以下， r代かきJ)は， トラクタに

代かきロータリを装着して，ロータヲ耕と同様に往復作

業と外周の周り作業を組み合わせて行う方法などにより

行われる。ロータリ耕との違いは，往復作業や周り作業

における行程端での旋回時も作業機を上げずに作業を行

う場合が多く，その旋回は大きめに緩やかに行って，ほ

場面を荒らさないよう，また土容せが少ないように作業

が行われることである。また，一面の作業を l回だけで

なく作業方向を変えて繰り返し，念入りに撹持と均平を

行うことも代かきの特徴である。

ロボットにより代かきを行うために，標準作業ソフト

をベースに，その往復作業や周り作業における旋回部分

の変更や作業方向を変えての繰り返し作業などを行う

の改良を加えて「代かきソフトj を作成し，そのソフト

を用いての作業試験を行った。

6. 3. 1 代かきソフト

1)往復作業

標準作業法における往復作業は隣接行程作業として

行っているが，代かきソフトによる往毎作業は区間の一

端から 2行程分を空けて往復作業を開始し，行程端の

180
0

旋回を大きめに行って，旋直i後の註進作業は前作

業行程から1行程空けて行うようにした。その 1行程お

き往復作業を匹闘の一端から反対側に向けて繰り返して

行き，区画の反対側端までに2行程分を残す程度に近づ

いたら，折返して空けた行程を作業して行く r1行程お

き折返し往復作業Jを行うようにした(限 7-4の右上)。

各行程端での 180
0

旋回は，まず，代かきロータの作

業11I高分より若干小さめの旋回半径R。が得られる舵角グo

で90
0

旋回を行い，次の l行程分空けた作業経路から凡

の距離分手前まで直進した後に，再び上記舵角 θ。で

90
0 

J定由を行って 180
0

旋回がなされるようにした。な

お，折返しの|際の狩程端での旋毘は舵角を大きめにして

連続的に 180
0

旋回し，隣接作業が行われるようにした。

この往復作業は，笹進作業を区画の長辺方向に行うも

のと，短辺方向に行うものを設定し，作業の繰り返しに

おいて，それらを交互に行うこととした。この往復作業

の方向を変えて代かきを行う方法は，一般に「縦横法J

と呼ばれている。

2)周り作業

代かきソフトによる周り作業は，上記の往復作業が終

わった後に，区間の最外周とその内側 1周を処理する照

り作業 lと，さらにその内側の 1周を処理する周り作業

2を行うこととした。代かき回数の設定に応じた履行の

流れを図 6-4に示す。

周り作業における角部での 90
0

旋回は，J二記往復作業

における 180
0 旋回の初めの 90

0 旋回と同じとし，作業

機は上げずに作業を行いながらの旋回とした。旋回後は

続けて前進の直進作業行程に移行する。

3)代かき回数の選択と各作業の履行

作業lill数については，最大4回まで…面の作業を繰り

返すことを選択できるようにした。鴎 6-4のように 1

回がけで、終わる場合は長辺方向の往復作業を行った後，

外2周の周り作業と内 l屑の周り作業を行って作業を終

了する。 2由がけの場合は 1聞がけの往復作業，外2

週の周り作業の後，短辺方向の往復作業を行い，外2屑

の周り作業と内 1照の周り作業を行う。 3回がけでは，

2回がけの後，降び長辺方向の往復作業と周り作業を，

噌

回目白目...  

く代かき(ソフト)終了〉

図6-4 代かきにおける往復作業方法と代かきソフトの

流れ 2.1)
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4回がけでは 3聞がけの後，再び短辺方向の往復作業

と周り作業を行う。

6. 3. 2 作業誤験と結果

1)作業試験の方法

作業試験は生研センター附属農場の水聞で、行い， f~か

きソフトを荊いたロボット作業を行うロボット区と，

場職員がロボット車両を有人運転して慣行作業を行う慣

行区を設定した。供試ほ場(水田)の土性はシノレト賓壌

土壌群は灰色低地土であり，作業試験は 2000年 6

月8臼に，作業結果(均王手状況)の測定は6月 12日， 13 

日に行った。

代かき作業機には作業幅 2.3mの代かきロータを用い

ロボット区は 30a(50 x 60m)の箆廊で，上記の代かき

ソフトによる作業を，縦横法により 2聞がけした。慣行

区には慣行 I区として 50a(50 X 100m)と， '1貴行E区とし

て30a(50 X 60m)を設け，噴行 I区では代かきソフトによ

る作業と同じ縦横法で2回がけを行った。慣行五区は，

慣行作業でよく行われる rJI関次法」と呼ばれる作業法を

2 回がけして代かきを行った。)1慎次法は 2~数行程分

を空けた柱復作業を，行程端で 180
0 旋回を行し、ながら

1行程ずつ横に、ンフトして行くもので¥コイル状の経路

を取りながら塗りつぶすように代かきを行ってし、く作業

法である。

作業速度については，ロボット区では0.7m/s程度にな

るよう，速度設を H-2速に設定した。慣行区の作業速度

は基本的に住意としたが，ある程度低めに設定したロボ

ット区と同じ H-2速あるいは， H-3速で行うようにオベ

レータに指示した。耕深については，ロボ、ツトが作業中

に作業機の高さを変更できないため，ロボット区ととも

図6-5 ロボットによる代かき作業試験ω

に慣行 I匹は作業機の下げ位畳一定で作業を行い慣行

狂広では作業機の下げ位震はオペレータが任意に上げ下

げすることとした。慣行 I区では，ロボット区と作業方

法も問様とし，ロボット作業との作業能率や作業状況の

比較を目標として作業条件などを設定した。それに対し，

慣行立区は，オペレータの任意な作業設定ができるなど，

代かきの仕上がりにも題意した作業を目標にした。なお，

すべての試験区で，ベーストラクタの機能である自動耕

深制御は作動させる設定とした。

試験での測定項告は，作業時間や作業速度，残耕部積，

場所毎の作業部数，および作業後のほ場表面の均平状況

とした。それらの測定方法として，作業速度や残耕面積，

場所毎の作業自数は，ロボット区では航法システム

XNAVの基準局装置APーし1の位置出力を記録・解析して

求め，噴行区も手動運転のロボット車問の塁手jきを同様に

計測・記録して求めた。作業後の均平状況は， AP-Llの

位置検出対象である光反射プリズムを人が持ってほ場内

を歩き回り，ほ場表面のプロフィーノレをロボット症と慣

行rrsの各区内 100点、の高さを含む3次元位置データを

許測して求めた。

2)試験結果一作業能率

ロボット作業の様子を図 6-5に，主な試験結果を

6-3，図 6-6，aQ 6-7に示す。

ロボットによる代かきはトラブルもなく)1摂諦に行

うことができた。

作業速度は，ロボット区が平均 0.70m/sであった

のに対し，慣行 1区が平均 0.82m/s，，慣行H区が

均 0.78m/sであり，オベレータが状況に誌じて作業

表 6-3 代かき作業試験の結果 24)

作業街

区
一

o

豆
一

0
0
体

行
一
3
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w
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一
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一以一一∞

ん
で
一
回
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新
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切

区

一

}

ト
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氏

}
ツ
一
泊
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ば

れ

酬

nu

吋

一

日

作業方法 縦横法 | 縦横法 111員次法

平均作業速度 (m/s) 1 0.70 0.82 0.78 

残耕泊積 (a) 0.43 0.90 0.55 

0.22 0.28 0.14 
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速度を調整した慣行区がやや高い結果となった。ほ

場作業量は，ロボット症と J慣行 I区が同様の作業方

法を用いたため作業速度に応じた結果となったが，

80 

~ 60 
o'e. 

悩
華経
l掲~
害者 40
年L
、守山

志士r
常時

総
20 

ぐ一一一一一一一 50m > 

残耕 1回 2問 3@] 4図 5回がけ
以上

(a)ロボット区の作業軌跡

自ロボット区関慣行 1区日慣行E区

1回 2回 3回 4自 5自がけ
以上

(b)残耕と作業重複産

国6-6 ロボット作業の作業軌跡と作業重護度 24)

相対高さ口一10.0-サ o0-6.0-2.0 0-2.0-2.0 闘 2.0-6.0(cm) 

o 10 20 30 40 (m) 0 10 20 30 40 (m) 

ロボット区 横行立区

関6-7 代かき後のほ場表寵の棺対高さ等高線図号1)

慣行E区ではかなり作業の重複が多くなり，ほ場作

は低くなった。

3 )試験結果一作業精度

2田がけの作業によっても作業が行われなかった

残耕面積はロボット区が最も少なく，慣行 I区と H

では，単位国績当たりではほぼ間程度の残耕があ

った。

関 6-6の結果から，場所毎の作業部数(作業重複

度)については，ロボット区の往復作業の領域では

ほぼ目標の 2回がけが行われていた。慣行 I区は 1

聞がけの領域が比較的多かった。慣行II[Kは， 目標

より多い 3由がけ以上の重複領域が多く，またその

ばらつきも多かった。この結果から，作業の重複度

については，ロボット区が目標の 3回がけを効率良

く行えており，無駄のない作業が行えることが分か

った。代かきでは，作業を行った領域やその囲数を

自裸で克分けることは難しく，さらに行程を空けて

作業することが多いため， 目視に頼る有人の慎行作

では効率の良い作業が難しいことを示している O

方，ロボット作業は設定した作業経路で忠実に作

ができるので，代かきを効率的に行うことができ

る。

代かきの大きな自的であるほ場面の均平状況につ

いては，慣行E区ではオベレータがほ場面の高低差

に配慮して作業速度と耕深を調整したことにより，

比較的高低差が少ない仕上がりとなった。しかし，

ロボット区では自動耕深制御機能は能用したが，作

業速度と作業機の下げ位置設定が一定であったため，

高低楚がある程度残る結果となった(表 6-3，国 6-7)c 

4)総合評価と課題

上記の試験結果から，ロボットによる代かきは設

定した作業経路で忠実に作業が行えるので，無駄の

ない効率的な作業を行うことができることが分かっ

た。一方で、，代かきの仕上がり精度を確保するため

には，ほ場の高依差に~じて，また，直進作業時と

旋回作業時によって作業速度や耕深を調節する機能

を持たせることや，有人運転作業と組み合わせた作

業方法などを検討する必要があると考えられた。
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6. 4 摘要

ロボットの有効な手Ij活用方法として，まず1人のオベ

レータがロボットに作業を行わせながら従来型トラクタ

の宥人運転作業を行う 12台同時作業法j を提案し，

作業試験を行ったO 次に，ロータリ耕以外の作業として

播種作業と代かき作業をロボットにより行う方法につい

て，これらの作業ソフトを作成し，作業試験を行った。

(1) 2台同時作業法によりロータヲ耕を行った結果 1

人のオペレータでロボット作業と有人運転作業を向持に

行うことが可能で，誼進性などの作業精震はロボット作

業が有人運転作業より優れていた。

(2) 2台同時作業法により，オペレータ 1人で従来型ト

ラクタによる有人運転作業の約1.8 f音の能率でロータワ

耕を行うことができ，間作業法はロボットの有効かっ安

全な活用法であると評舗できた。

この作業法を有効に実施するためには，ロボット作業

がトラブル無く行われるように初期設定を適正に行うこ

とや，有人作業とロボット作業を時間の無駄がないよう

に組み合わせる必要がある。

(3)標準作業ソフトをベースに f播種ソフむを作成し，

農家ほ場で、作業試験を行った結果，ロボット作業と肥料

や種子の補給を 1人で行う麦播種作業を高精度で行える

ことを確認した。ロボットによる播種作業は，省力化と

軽労化を達成できるロボットの活用法であると評価でき

た。

(4)標準作業ソフトをベースに作業方向を変えての繰

り返し作業を任意に選択・設定できる「代かきソフトj

を作成した。作業試験の結果，ロポットによる代かきは

効率的で無駄のない経路で行えることを確認できた。し

かし，代かきの仕上がり精度を高めるためには，作業速

度や耕深を適宜調節できる機能が必要であると考えられ

た。

(5) これらの作業試験において，航法システムを含bロ

ボットの取扱い性については特に問題はなく，ロボ、ット

作業は円滑にトラブノレなく行われた。
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第7章 口ポットの課題と対応

第6章までにロボットの構成や機能，ほ場試験により

実証した性能等を述べた。開発したロボットは，慣行の

トラクタによる有人運転作業と間程度の作業能率，精度

で各種の無人作業が行える性能を有しており，無人作業

の取扱い'1主や信頼性，安全性についても，実用利用でき

るレベルに近いものとすることができた。

しかし，このロボットを現状のa本の農業現場つまり

農家作業に導入・普及させるためには，まだ解決・対応

すべき課題があり，それはロボットの低価格化と安全

性・信頼性の更なる向上，及び農業現場で、の有効な利用・

運用方法の確立である。これらの課題の現状と解決・対

応方法について，試算の結果や試行的に行った人・

物センサの性能調査結果も含めて以下に論じる。

7. 1 ロボットの価格と GPSの利用

ロボットの価格について，現状のロボットをトラクタ

メーカーなどから市販化することを前提に試算を行った。

ベースとなる市販トラクタは 20kWクラスで 250万円

前後である。最新の市販トラクタは全油圧操舵機構や電

子治圧変速機構，電子ガパナーなどの各部操作のドライ

ブ・パイ・ワイヤー化が進んで、おり，ロボット車両とし

てコントローラからの指令により各部を自動制御で、きる

ようにする改造や，各部状態の計測システムの構成・装

備に係る経費は 50万円程度(①)と見ることができる。

作業ソフトを含むコントローラの装備には，メインコ

ントローラに市販の小型 PCを用いることとして作業ソ

フト込みでお万円，各部の計測・制御を行う車両制御コ

ントローラは市販のトラクタやコンパイン用の計測・制

御用コントローラ数台と必要な入出力モジュールにより

構成して 15万円，合計 50万円程度(②)が必要と考え

られる。

航法システム XNAVの価格は，基幹となる自動追尾型

測量装置 AP-Llの最新版が 230万円，無線通信機が 10

万円，小型 PCを用いる基準局吊コントローラと電源装

賓で20万円，ロボットの進行方位と傾斜を計測する地磁

気方位センサと傾斜センサの装備に係る経費が 10万円

で，計 270万円程度(③)と見積もることができる。地

磁気方位センサと傾斜センサには， 55IJ研究で開発した白

動直進出植機用の方位センサユニットを適用することと

した 19) 。

これらを合計すると，ベーストラクタが 250万円で，

ロボット化のための改造・機器装備経費は上記①，②，

③の合計 370万円に，アフターサービス等の経費が通常

農機より割高に加算されて 400万円程度と見積もること

ができ，ロボットの儲格は計650万円となる。

この約 400万円のロボット化経費は，比較的焼模の小

さい家族経営の農業にとっては，ロポット利用による省

力化や軽労化，作業精度向上の効果が生産コスト低減に

あまり結びつかず，高いものと考えられる。このような

経営の農家にもロボットを普及させるためには，同経費

を20kWクラスのトラクタ価格 250万円よりも少額に抑

える必要があると考える。

一方，比較的規模が大きく雇用労働に頼る割合の大き

い農業においては，ロボット利用による効果が生産コス

ト低減にもたらす効果は大きく， 400万円のロボット化

経費は決して高いものではないと考えられる。大規模な

農業経営では使用トラクタも大型のものが多く，間経費

はベーストラクタが大型になってもほぼ|可額であり，ベ

ーストラクタの価格に対する同経費の割合は小さいもの

となる。さらに，第6章の第 1項で述べた2台同時作業

法は 1人のオペレータでほぼ2人分の機械作業を行う

ことが可能であり 1人で2台以上の同時作業への拡大

も期待される。このようなロボットの活用方法は，規模

が大きく雇用労働に頼る農業においてより有効であり，

雇用者による作業精度の低下やノ〈ラツキをロボット作業

により小さくできるというメリットもある。

上記のように，ロボットを導入・利用する農業経営の

状況により，約 400万円のロボット化経費の評価は違っ

てくるものの，同経費は低減するに越したことはない。

その低減には，間経費の半分以上を占める航法システム

のコストを下げることが考えられる。航法システム

XNAVの場合，基幹となる自動追尾型測量装置AP-Llの

価格が現時点で 230万円であるが，今後，その価格が大

きく下がることはあまり期待できない。その理由は，同

測量装置の需要は測量分野が中心であり，その需要に農

業ロボットでの需要を加えても，さほど大きくなること
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は考えにくく，価格の抵減には限度があると考えられる。

航法システムの低コスト化が期待されるのは，全地球

澗位システム GPSを適用した航法システムである。民本

においても，後述する MSAS方式の補正清報の無料配信

が国土交通省により行われるようになり， GPS利用のイ

ンフラ整備が進みつつあり，今後のコスト低減と高性能

化が期待される。表 7-1は，現在我が閣で利用できる GPS

の性能やコストをまとめたものであるが，位置検出精度

cmのリアルタイムキネマティック方式の RTlく-GPSが

告前の国定局を設けなくても利用可能であり，コストも

XNAVシステムと大差なく，今後の更なる低コストイヒ，

高性能化が期待される。

ル1SAS方式の GPSは，航空機用として酪土交通省が運

用する運輸多目的衛星用衛星航法補強システム (MSAS:

MTSAT Satel!ite-based Augmentation System)の補正情報

を利潤するもので，補正'1育報が無料配倍されるためラン

ニングコストが不要であり，数十万円の初期投資のみで

利用できる。 MSAS方式の GPSは位置検出精度

が 50cm程箆とされているが，ほ場近くに絶対位置が窺

知の定点を設けておき，作業前にロボットをその定点に

させて誤差をキャンセノレすれば，作業ほ場の商情

報との整合が可能である。また，その後の無人走行では，

光ファイパージャイロなどから購成される方位・姿勢セ

ンサとハイブリッドすることにより高精度な位置決めが

可能であり，ロボットの航法システムとして適用するこ

とが十分可能と考えられる。

StarFire-GPSは，米国の総合農機メーカーであるジョ

ンディア社が端正情報の配信などの運用も行っている

GPSシステムであり，比較的低コストで精密農業や農用

車両の自動走行に必要な位置検出性能を存する「農業用

GPSJ ということができる。これまでに農業・農機用と

して数千台が販売・利用され，位置検出の安定性や信頼

性も高く，今後， 日本でも低コストで利用できるように

なれば，ロボットの航法システムとして使われるものと

なろう。

アンテナを複数搭載・装備することにより，搭載車両

の方位や姿勢を高精震で検出できる GPSも数十万円程

度のものが市販化されており， GPSがロボットの航法シ

ステムとして最有力であることは言うまでもない。しか

し，各種の補正情報の配信・取得の安定性，信頼性にま

だ不十分なところがあることも事実であり，その対応と

して， GPSによる高精度な位置検出が行えない場合を補

うことのできる航法システムをハイブリッドする形で適

用することが必要である。あるいは，複数のロボットに

よる同時作業や各種ロボットによる一賞作業体裂を行う

ロポットファームを前提に，自前の補正'情報配信システ

ムを構築して安定性・信頼性を確保することも考えられ

る。

その他のロボ、ツト化経費については， トラクタを始め

とする農用車両で各部操作のドライブ・パイ・ワイヤー

表 7-1 我が留で利用できる GPS位龍検出システム

名称・種類 補正博報の配信 位糖産置 価格(円)※ 特徴

単独 GPS 補正なし 10 m 数千 安価，取扱い容易

海保庁がビーコン
2.0 m 10万

比較的安値，中精度
ビーコン GPS

電波により無料配揺 内陸部では単独 GPSに

ルISAS…GPS
国交省が人工侮星

0.5 m 30万
比較的安価，中高精度

から無料配信 2007年度から正式運用

OmniStar-GPS 民間会社が人工構星
0.5 m 

70万
やや高価，中高精度

など から有料配信 十端正情報料

StarFire-GPS 
民間会社が人工衛星

0.2 m 
150万 高価，高精度，農業用ぶ実績有り

から有料配信 十補正情報料 米国での初期コスト:40万円

RTK…GPS 
畏開会社が携帯電話

0.05m 
250万 前儲，趨向精度

網等を使い有料配信 十補正情報料 携帯電話縮での補正'清報配信有り
ι由

※日本での数台程度の購入価格。補正情報料は 1~3万円/月，月単位での契約可能。
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化や自動制御化が進んでいること，また車載のコントロ

ーラとして使用できるコンパクトな PCが高性能，安価

になっていることから，今後，徐々に低j成していくもの

と考えられる。

7. 2 口ボット作業の安全性・信頼性の向上

本研究では，オペレータは，作業ほ場内へのロボット

の移動とロボット作業の初期設定及び開始操作を行った

後は，種子や肥料等の補給やトラブノレ等への対応を除き

ロボット作業に関与する必要がないこととした。また，

第3者が作業ほ;場内に入ること等を防止する作業安全の

ために，オベレータは作業ほ場から遠くない場所にいて，

時折ロボット作業を監視しつつ別作業を行うことを前提

条件とした。

ロボットには，作業の安全性や信頼性を権保するため

の装備・機能として，障害物に接触した場合に非常停止

する機構やオペレータが無線送信機のボタンを押すこと

により非常停止する機構を装備し，また，第4章で述べ

た作業前の自己診断機能や作業中の異常時対応機能を付

加することにより安全で信頼性の高い無人作業が行える

ように対策を諮じた。

しかし，農業現場である屋外ほ場は解放空間であるこ

とが普通であり，第3者がロボットに近づく可能性は高

く，遠くない場所にいるオペレータが時折監視しでもそ

の状況に 100%気付くとしづ保証はない。この作業環境

の中，ロボットの導入・普及には更なる作業安全の確保

が必要と考えられる。

7. 2. 1 作業安全の確保

第3者が作業中のロボットに近づくことがあっても危

険を回避するためには，人がロボットに近づいた状況を

100%の信頼性で検出してロボット作業を停止できるよ

うにする必要がある。

この対応を実現するためのポイントは，ロボットの周

囲半径 10m程度の範囲内に人が入ったことを確実に検

出できるセンサやセンサシステムを装嬬することにある。

検出範囲については，人が作業中のロボ、ットに故意に駆

け寄る場合を!除けば，半径 10mの範囲で、八を検出して非

常停止することにより危検は回避できると考えられる。

しかし，検出範昭 10mの人検出センサで，ロボットに搭

載・装備して所期の性能を発揮できるものは意外に少な

し、。

表 7-2は，市販の人・障害物センサや自動車用のビジ

ョンセンサについて，屋外での人の検出性能を調査した

結果などをまとめたものである 17)。表の No.2と3は障

害物センサと称されるもので，超音波や赤外線を用いた

反射型センサである。これらは数万円以下で市販されて

おり， 10m程度まで、の検出範囲内にいる人の存在を検出

表 7-2 人サ章害物検出センサの性能等 17)

No. 名称(型式等) 検出対象，原理 価格 人検出範囲以 機能，特徴等

焦竜型 ノ¥，動物
数 国勺 存在のみ検出。

l 赤外線センサ 熱源(赤外線)の 家両等の熱源の動きを検出する場合有
(センサライト用) 動きを検出

千円
り。安価。

超音波センサ
人，障害物全般 図。 存在のみ検出。

2 スイッチ 2.5 
距離検出聖も有るが，やや高価。

(~ムロン E4A-3K)
超音波の反射 万円

宮 11喝 2.0m.1 地面に皮応，外乱の影響大きい。

光ビーム型

固くD
存在のみ検出。

3 i壕審物センサ
人，障害物全般 4.0 

サブセンサ(讃方向用)を追加可能。
(サンクス PX-26)

光ビームの反射 万円
地面に反応する。

レーザー 人，障害物全般 60 半径 50m程度の 度j形平面を同1速で、スキャン。対象まで
4 スキャナ

レーザ光の反射 万円 ヰ土円 (180
0

) 内
の距離やrlrjjiも検出可能。畝等を検出で

(シーツク LMS221) き，自動追従用センサとして併用可能。

ステレオビジ 人障害物全般
数十 半径 30m程度の 対象までの距蹴，対象の大きさや形

5 ョンシステム ステレオ画像
万丹 視野(40。前後)内 状も識別可能。

(富士重工業) 処理 自動運転用センサとして併用可能。

※人検出範匪lは崖外で、の実iflU値，または屋外試験結果に基づく評価値。
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(a) Iま場内の人とコンテナ (b)レーザースキャナの (c)ビジョンシステムによる
(8m前方に存在) データシ…ト 取得距離翻像

関7-1 レーザースキャナと自動車爵ピジョンシステムによるほ場内の人・障害物の検出結果例Ji)

できるが，入とそれ以外の物体を識別できないため，作

物や雑草にも反応する，ロボットが傾斜した場合には地

面にも反応するとしづ問題がある。数千円程度の安価な

人検出センサとして，建物の玄関などに設置される紡犯

ライトに用いられる焦電型赤外線センサがある(衰の

No.1)。赤タト線を出す熱源、の動きを検出することから人や

動物に反応するセンサとして適用できるが，動くロボッ

トに搭載・利用するため，動かない作物やほ場部の熱に

反応する誤動作があることや，応答性や信頼性が高くな

いことに難点がある。

60万円程度とコスト的には高くなるが，表の No.4の

レーザースキャナは検出範闘も大きく，出力データの処

理により人や障害物までの距離計測や，ある程度の人と

それ以外の識別も可能である(函 7-1)。また，先行車両

レーンの認識ができる自動車用のステレオビジョ

ンシステム(表の No.5)は 10万円程度のコストで乗用

車にオプション装備されているが，このピジョンシステ

ムも取得ーデータの処理によりほ場内の人や障害物などの

情報を得ることができる(関 7-1)。これらのスキャナや

ビジョンシステムは，データ処理用のコントローラを用

いる必要はあるが，人や障害物を検出するセンサとして

用いるとともに，畝や作物::f1Jを検出して追従制御させる

ための航法システムとして併用することも可能である。

島動車に用いられる運転支援や安全確保のためのセン

サやセンサシステムは，最近各種のものが開発・実用化

されており，使用環境や使用目的が近いことやコスト的

に安髄であることから，農業における車両系ロボットに

適用・導入できる可ー能性が高く，その動向に注目する必

要がある。

第3者が作業中のロボットに近づくことを回避するた

めには，作業ほ場内に人が入らないようにする対応も有

力である。そのために，作業ほ場を柵などにより毘って

立ち入り禁止とすることが考えられるが，櫛などの設備

費用が必要である点が静趨である。設錆費用の点では作

業ほ場が点在する場合は尚更であり，間費用低減のため

には，できるだけ作業ほ場を集めて，あるいは集まって

いる状況で，その周りを囲むようにすることが望ましい。

ロボットを有効かっ安全に利用・運用するためには，作

業ほ場が集まっており，ロボットの倉庫や墓地からほ場

までの移動やほ場開の移動は，第3者が通行しなし

道路を通ることが望ましく，このような構成の農場，フ

ァーム全体を顕うことができれば最善である。一方で，

作業ほ場毎に柵等で闘うことは費用の面で難点はあるも

のの，ロボットが万一暴走した場合，柵にパンパースイ

ッチが触れて非常停止する，電気牧柵で、跨った場合は電

気を検出して非常停止するような暴走時対応も同時に行

える点でメリットがある。

7. 2. 2 ロボット作業の信懇性の向上

ロボットによる作業の信頼性確保に関しては，作業前

の自己診断機能や作業中の異常時対応機能により，想定

される異常やトラブツレ，各部設定の不具合等を検出して

適正な作業が開始，継続，完了できるような対応を行っ

ている。ロポットの導入・普及に向けて，これらの機能
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の課題は，ロボット作業の開始後に異常等が発生した場

合に，オペレータがロボットの作業場所まで、行って行う

対応が多いことである。第6章で述べた 2台同時作業法

や後述するロボットの有効な利用・運用方法では，ロボ

ット作業中にオベレータは他の作業にできるだけ専念で

きることが重要であり，そのためには，異常等が発生し

でもロボットが自ら対応できるように，あるいはオペレ

ータがロボットの作業場所まで行くことなく対応ができ

るようにする必要がある。これには以下が求められる。

( i )異常やトラブルへの対応としての各部の設定変更

などをロボットが自ら行ニえるようにす一る。

(証)発生した異常やトラブルなどの内容や原因をより

細かく把握，特定できるようにする。

(出)その異常などの内容や原因を遠隔でオペレータに

通知し，オベレータから遠隅で、ロボットに指示がで

きるようにする。

(iv)異常などへの対応をロボットが自ら判断し，行え

るようにする。

( i )については，第2章で述べたロボットの自動制御

できる対象を増やす必要があり，現状の制御対象に加え

て，主変速，高IJ変速， PTO変速のシフトの自動制御化，

作業機高さと機関回転数のアナログ的調整，及び機関の

始動を自動制御できるようにする必要がある。これらの

自動制御化は，ロボット化経費の増につながるものの，

最新のトラクタでは難しいものではない。

(註)は，例えば，作業中の速度低下があった場合に，

その速度低下が車輸のスリップによるものか，作業負荷

の増大によるものかを，位置変化から算出する速度{直と

機関回転数，作業機位置などを総合的に評価して判断で

きるようにすることが求められる。

(iii )は，ロボットとオベレータ間で情報を双方向通信

できる無線通信・制御システムを構成・適用する必要が

ある。現状のロボットでも遠備で非常停止が行える無線

送{言機を備えており，その機能拡充により実現できるも

のである。

(iv)については， (i)と(並)の対応と作業ソフトの異常

時対応機能の充実により行える機能である。異常やトラ

ブルの適正な判断と各部の設定変更の適切な対応が行わ

れるソフト作成に工夫が必要と考えられるが，判断・対

応が難しい場合は， (温)の装置によりオペレータに対応

を求めれば良いと考える。

ロボット作業の信頼性の向上では，各部の作業前設定

をほ場条件などに芯じて適切に行うことが重要であるこ

とは言うまでもない。 2台同時作業法では，ロボット

両のベーストラクタと有人運転作業に用いるトラクタ及

び作業機を同ーのものとすれば，作業ほ場の違いによる

対応は必要かもしれないが，別々に設定や確認を行う手

間は省ける。

7. 3 口ボットの有効な利用・運用方法

第6章で述べた 2台i可時作業法はロボットの有効な利

活用方法のひとつであり，この作業法を適用することに

より，オベレータ l人で、従来型トラクタによる慣行作業

の約1.8倍の能率で作業を行うことができた。また，伺

じく第 7章で述べたロボットによる播種作業により，慣

行の 2人作業を 1人作業で、行うことが可能となり，その

1人作業もトラクタの長時間にわたる運転から解放され

るので軽労化が達成される。

これらのロボットの利用・運用方法に関する検討や提

案，ほ場作業による実証については，本研究では，一部

のトラクタ作業を対象に，ほ場内作業の能率向上や省力

化などの効果を試験，評価するに止まっている。農業現

場への導入・普及を考えた場合，ロボットのほ場までの

移動や播種作業における種子や肥料のほ場までの運搬，

播種作業中のオベレータの空き時間の有効活用などにつ

いて検討する必要がある。さらには，ロボットを導入す

る農場におけるほ場の並びゃ移動のための農道を含む構

成も，ロボットを効率的かつ安全に利用・運用する上で

重要な要素となる。もちろん，費用対効果の点でメリッ

トが高い経営規模や経営形態などは，他にも増して検討

を行う必要がある事項である。

第 1章で、述べた農業ロボットへの期待が高まる中，ロ

ボットトラクタを含む車両系ロボットの実用化に向けて，

「農用ロボット車両による農作業システムの研究」を

2007年度から開始した。この課題は，各種の車両系ロボ

ットを導入・適用して行う水稲作について，人の関わり

方や農場の構成等も含めた生産システムとしてのモデル

を策定する，また，策定したモデルの実証試験を既開発

ロボットを用いて行う研究課題であり，ロボットの有効

な利用・運用方法を明らかにすることを話的とした研究



松尾・行本・山本・野口:ロボットトラクタの開発 75 

課題である。

以下に，ロボットの有効な利用・運用方法を明らかに

するために行ったロボット作業のモデル化研究の一部を

紹介するとともに，ロボット作業のそデ、ノレ化における考

え方について論じる。

7. 3. 1 ロボット作業のモヂルの一例

ロポット作業のそデルのひとつとして，ロボット化に

よる省力・省人化に主娘を置き，規模 10ha以上の水稲作

において，資材等の運搬・供給を含むほ場作業をオベレ

ータ 1人で行うそデ、ルを検討，策定した。モデ、ノレの策定

に当たっては，青苗から収穫籾の調製までの作業と適用

ロボットの種類や全能等について以下の前提条件を設定

した。

(i)首は育苗センターから購入し，収穫籾は共乾施設

で処理する。

(註)導入・適用するロボットは，ロボットトラクタ，

ロボット田植機，ロボット管理機，及びロボ、ットコ

ンパインとする。

( iri)資材の供給等が不要な作業はロボット作業と従来

機械による有人運転作業を同時並行で行う。

(お)資材の供給等が必要な作業は作業者が運搬・供給

を行う O

(v)ロボットの移動方法は，専用農道上を作業者が運

転する従来トラクタや運搬車等に自動追従して移動

する。

(vi)ロボットは， fま場の出入口付近で5分担度の初期

設定を行えば，資材の補給等を除くほ場内作業は完

全無人で、行うことができる。

(vii)ロボットのベース機械と従来機械は開等クラスと

し，ロボット作業の能率・精度は従来の機械作業と

間等とする。

(泌i)作業中の資材や燃料の補給， トラブノレ対応等が必

要な状況はロボット自身が検出し，オペレータに無

縁通信等により報知する。

(ix)各種ロボット間で航法システムやコントローラを

載せ替え共用化することにより，ロボットのコスト

低減と作業性能の均一化を図る。

これらの条件を前提に策定したモデ、ノレの一例について，

従来作業の方法やロボット適用作業の方法と効果，及び

労働時間の試算結果を表 7-3に示す。モデルにおいて，

資材等の供給等が必要でない耕うんや代かき，機械除草

作業では，ロボット作業と従来機械の有人運転作業の並

行実施により1.8倍の作業能率の向上が達成されると

込んだ、。この1.8倍の能率向上は本研究の2台同時作業

法の結果を適用したものである。資材や収穫物の遼鞍・

供給を要する作業では，ロボットがほ場作業を行い，作

業者が運搬・供給を行うことにより， 1.5倍または1.3倍

の能率向上がなされると想定した。これらの能率向上が

達成されることを前提にロボット作業の労働時聞を試算

した結果，従来作業に比べ約 20払の労働時間の削減つま

り省力化が達成されると見込まれた 5)。

7. 3. 2 ロボット作業のモデル化における

考え方

前項のロボット作業のモデ、/レは，水稲作における各種

作業を，各種のロボット 1台と従来型機械をオペレータ

1人で運用・作業して行うモデルの一例である。このモ

デルでは，資材や収穫物の運搬・供給が必要な施肥や田

植え，収穫の作業では，作業者は専ら資材等の運搬・供

給を行うこととしてロボット利用作業の効果を1.5

または1.3倍と見込んだ 31l。

オペレータが 1人でロボットを利用・運用する方法は，

資材等の運搬・供給が必要でない作業では，本研究で提

した2台問時作業法のように慣行作業の1.8情，また

はそれ以上の省力化効果を得ることができる。しかし，

資材等の運搬・供給が必要な作業においては，資材等の

遼識を行う作業者に空き時間や待ち時間が生じる可能性

が高く，収穫作業で、は逆にロボット作業に空き時間や待

ち時間が生じる可能性があり，省力化の効果が1.5倍を

超えることは難しいと考えられる。このような空き時間

や待ち時間を少なくするためには，ロボットの作業能率

やホッパ・タンク容量オペレータが行う資材等の運搬

の能力や運搬距離などを考慮した上で，存人運転作業も

並行して行うモデル，複数台のロボットを 1人で運崩す

るモデル，さらに護数のオペレータにより有人運紙作業

とロボット作業を並行実施するモデルなどを検討する必

要がある。

当面，ロボット作業の安全性や信頼性の銑長からオベ

レータが必ず関与することを前提にする必要ーがある。こ
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表 7-3 水稲作におけるロボット作業のモデルと効果試算の一例 5)

慣行推定 慣行推定
ロボ、ット

ロボット
ロボット

推定延べ 推定

作業
従来作業における 延べ労働 総労働 ロボット作業の方法/効果

労働時間
省力効果 総労働

使用機械・方法 時間(Tl) 時間(T2) {有人作業の内容等]
(T3) (T4) 時間(T5)

h-人/ha h人/ha h人/ha h 人/ha h一人/ha

i~~うん 40kW級トフクタ
6.3 9.0 

ロボット無人十従来トフ有人
3.5 2.8 6.2 

-砕土 →ロータリ /効果 R=1.8

基IJ毘施用
40kW級トフクタ

0.3 0.4 
ロボット無人十運搬・供給有人

0.2 0.1 0.3 
十肥料散布機 /効果 R=1.3

代かき
40kW 級トフクタ

5.0 7.1 
ロボット無人十従来トラ有人

2.8 2.2 4.9 
十代かきハロー /効果 R=1.8

田植え 8条徳田植機 3.6 5.1 
ロボット無人十運・供給有人

2.4 1.2 3.9 
/効果Rニ1.5

水管理 自動水管理装壁 9.0 12.9 
[見回りと水管理]

9.0 0.0 12.9 
(/効果氏=1.0)

IItl~lIT'ド
日出lIT'j'-草刈り機 4.0 5.7 

[lha水田で、 600m草刈り]
4.0 0.0 5.7 

草刈り (/効果氏=1.0)

~~自主主防除
乗用管理機

10.9 15.6 
ロボット無人十従来管理機有人

6.1 '1.8 10.8 
十8条j捻主主機 /効果 R=1.8

追肥施)刊
乗用管法機

1.3 1.9 
ロボ、ット無人十運搬・供給有人

1.0 0.3 1.6 
十)肥料散布機 /効果R=1.3

病虫寄 乗用管;問機
2.6 3.7 

ロボット無人十運搬・供給有人
2.0 0.6 3.1 

防除 十ブームスプレヤ /効果 R=1.3

H兄 6条自脱型コンバイン 4.5 6.4 
ロボット無人十籾運搬有人

3.0 1.5 4.9 
/効果 R=1.5

47.5 67.8 34.0 13.5 54.3 

※ロボット作業の fロボット1!~人Jr土ロボットトラクタ，ロボッ卜ßH滅後，ロ*ットビークル，ロボットコンバインによる無人作業。 r有人j は有人作業。

ロボット作業の効果Rは，従来fiCo去l

ミと比べてロボット作業により作業能率が向|二する1
'
;11合(作業者I人当たりの想定倍率)。

労働時間:Tlコ作業|部次x100/(0.36 x作業速度×作業紹×作業効ヰs)，資材等のi議長役・供給が必要な作業は x1.5 

'1'2 T1/0.7(=平均約実作業時間Eぶ)， T3コT1/ロボット作業の効果R， T4 T1-T3，日コ T2-T4

の前提の下，ロボットを有効に利用・運毘するためのモ

デル化においては，オベレータが行う作業とロボット作

業のどちらにも，空き時間や待ち時間が生じないように

同作業を組み合わせることが重要である。その組み合わ

せを考える場合には，ロボット作業と有人作業の作業能

率，資材等の供給・運搬の時間間隔などの作業に誼接関

わる要素や，ロボットの倉庫から作業ほ場まで、の移動や

ほ場開の移動にオペレータが関わる程疫・時間などの要

素を考慮する必要があるが，これらの要素に自由度や可

能性を多く持たせると，策定されるロボット作業のモデ

ルは無|際限に多くなる。

そのため，ロボット作業のモデルに関わる要素につい

ては，前項で設定した前提条件のように，できるだけ現

状のロボットの機能，性能，そして農業現場の状況を踏

まえたものとし，自由度や可能性を持たせるとしても，

当面実現の可能性の高いものとする必要があると考えら

れる。そして，その実現の可能性が高い要素については，

それを実現する方向で、ロボット自身の開発・改良を進め，

また，それを実現する方向で、ロボット作業のための環境

整備を行って，ロボット作業の導入・普及を推進するこ

とが重要である。

7. 4 摘要

開発したロボットを現状の日本の農業現場つまり農

家作業に導入・普及させるためには，ロボットの低価格

化と安全性・信頼性の吏なる向上，及び農業現場での存

効な利用・運用方法の確立が必要である。

(1)開発したロポットをトラクタメーカーなどから市販

化する場合，その価格は，ベーストラクタが 250万円と

して，それにロボット化のための改造・機器装備等の経

費約 400万円を加えた 650万円軽度と見積もることがで

きた。
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(2)ロボット化経費の低減には，航法システムに GPS位

置検出システムを適用することが有望であり， GPS利用

のためのインフラ整備や性能向上，利用コスト低減など

の動向が注目，期待される。

(3) ロボット作業の安全権保では，人がロポットに近づ

いた状況を 100%の信頼性で検出して作業を停iとする機

能を持たせる必要があり，信頼性の高い人検出センサの

選定が重要である。

(4)ロボット作業の信頼性向上では，異常時対t芯機能に

おいて，異常等の状況把握と各部の自動制御をより細か

く行えるようにして，オべレ一夕がその状況を遠稿でで、把

握しい， 対対"t応むをi遠室縞で

ある。異常等への対誌をロボットが自ら判断・実行でき

れば，より望ましい。

(5)農業現場への導入・普及を前提としたロボットの有

効な利用・運用方法について，省力・省人化を自的に，

7l<稲作における資材等の運搬・供給を含むほ場作業をオ

ペレータ 1人で行うそデ、ノレを検討，策定した。

(6) ロボット作業のモデル化においては，ロボットのほ

場までの移動や資材等の運搬・供給の方法，脊人運転作

とロボット作業の効率的な組み合わせ，ほ場の並びゃ

農道を含む適用農場の構成，さらには費用対効果の点で

メワットが高い経営規模などを検討，考慮する必要があ

る。これらの要素は，できるだけ現状のロボットの機能

や性能，農業現場の状況を踏まえたものとし，自由度や

可能性を持たせるとしても，当面実現の可能性の高いも

のとする必要がある。
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第8章

本研究は，人聞に代わって農作業を行うロボットトラ

クタ(以下，ロボット)を開発し，その性能評価と実用

化に向けた検討を行ったものである。

無人運転のための航法システムには光学測量装置を

基幹とする XNAVシステムを適用し，ロボット車両には

市販の乗用トラクタを改造して適用した。ロボット作業

を行うソフトウエアとして，慣行のロータリ耕作業に準

じた作業方法により矩形区画を完全無人で作業できる作

業ソフトを適吊した。これらの構成要素を統合したロボ

ットにより 50a区画のほ場で作業試験を行い，憤行の有

人運転作業と同程度の作業能率，作業精度でロボット作

業を行うことができた。

ロボットの適1志性拡大や効率的な利活用方法の研究と

して，各種経路の作業や播撞，代かき作業を行える作業

ソフトの開発，及びロボット作業と有人運転作業を同時

並行で行う 2台同時作業法の提案を行い，ほ場作業試験

によりそれらの開発ソフトの性能や作業法の効果等を確

認した。 2台同時作業法は，オベレータ 1人で従来型ト

ラクタによるd慣行作業の約1.8倍の能率でほ場作業が行

え，ロボットを有効かっ安全に活用する作業法と評儲で、

きた。

開発したロボットの性能は，慣行の有人運転作業と間

程度の作業能率，作業精度で各種の農作業が狩え，省力

効果や取扱い性，信頼性，作業安全の点についても実用

利用できるレベルに近いものとすることができた。

以下，構成要素毎の開発内容や性能試験結果，課題な

どを個別にまとめる。

8. 1 航法システムと臼ボット車隣

ロボットに適用する航法システムの目標仕様，性能を

検討，設定した。その目標を満足する既存航法システム

は見あたらず，位置情報を外部標識方式により，進行方

位情報を内部情報方式により計測する航法システムを適

用することとした。

ロボットの航法システム XNAVでは，外部標識方式ト

ラパース式の位置計測システムをほ場外の定点に設置し，

トラクタの位置を計測して，無線通信によりトラクタに

送信する方式とした。位置計測システムの基準局装置に

総括

は，市販の自動追尾型トータルステーション rAP-LlJ 

を適用し， 500rn程度まで離れてトラクタの位置を誤差5

crn 以下，計測照期 0.5sで計測できる性能が確認された。

航法システム XNAVでは，地磁気方位センサ (TMS)を

トラクタに塔載して，進行方位情報を計部・取得した。

TMS出力と計測位置情報に対してはロボットの傾斜に

よる誤差の補正を行った。

ロボットの車両システムには，市販トラクタのクボタ

Gし321をベースに，操舵機構やシャトル変速，スロットノレ，

作業機昇梓などを自動制御できるように改造して用いた。

また，各操作機構や車両各部の状態をコントローラによ

りデジタル計測できるように，ベーストラクタの既設セ

ンサや新たに装備したセンサの出力を自動計測するシス

テムを構成した。

ロボットのメインコントローラにはファクトリコンビ

ュータ (NEC製， FC9821Ka)を，各部の自動制御・計測

のための車両制御コントローラには(株)クボ、タが製作し

たものを用いた。

安全装備として，障害物接触持や遠隔操作，作業ソフ

トによる異常検出により非常停止する機能を装備した。

8. 2 臼ボット作業と作業ソフトの基本

ロボット作業は，ほぼ水平な矩形ほ場において，慣行

のロータヲ耕作業に準じて，区画周辺部を除く中央付近

を往復作業し，その後，枕地部分を含めた周辺部分を3

間作業・処理する方法により行うこととした。この作業

方法を「標準作業法j とし，その作業を行うためのコン

ヒ。ュータ・プログラムを f標準作業ソフト」とした。

ロボット作業を行う IRI蛮の情報は，作業区画の最外周

の周り作業経路上を手動運転により一周する「ティーチ

ングJを行って取得するO

作業ソフトは，ティーチングと経路計画を行う「タス

ク・プランニング、部」と，生成した経路に沿う走行，作

業を遂行する f走行・作業制御部j により構成した。

走行・作業制御部は，ほ場の出入口付近から往復作業

の開始位置まで移動する「空走 1モジューノレJ，区画の中

央付近を往復作業する「往復作業モジューノレJ，往復作業

の終了位置から周り作業の初期位置まで移動する f空走
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2モジューノレJ，そして枕地部分を周り作業する f潤り作

業モジューノレ」に分割，構成した。これらのモジューノレ

は， 1前進誼進制f[[~J ， 1後進直進制御J，1180
0
旋回制御J，

190
0

旋回制御J，lit高寄せ制御j のための共通ルーチン

から構成した。

8. 3 ロボット作業(作業ソフト)の発展

ロボット作業の適応性向上・拡大の研究として，標準

作業法の改良の他，区間長辺に対し斜めに往復作業を行

う「斜め作業法jや， I玄i麗4辺に工向子な直進作業をi玄画

全国に行う「回り作業法jへの震関を行ったO

懐行のロータリ耕作業に準じた作業を行う標準作業法

については，ほ場の大きさなどの条件に応じて作業主主複

11I高の設定方法や設定経路の履行)1頃などを変更，選択でき

るようにした。

斜め作業法では，その経路計画と車両誘導に斜め角度

に基づく座標変換を適用することにより，標準作業ソフ

トをベースに斜め角度を任意に設定できる f斜め作業ソ

フトJを開発した。

り作業法では，区間外側から中央に向かつて作業を

進める方法と，逆に，区間中央から外側へ作業を準める

方法を行うための経路計画とロボット作業を実行する

「回り作業ソフトj の開発を行った。

次ぎに，ロボット作業の信頼性向上と安全性確保を目

的に，作業前に実施する「自己診断Jと作業中に行われ

る「異常時対誌j を行うプログラムを開発し，作業ソフ

トに組み込んだ。

自己診断はオペレータによる初期設定の後に行われ，

航法情報のま常な取得やロボット各部の適正な設定・動

作などをロポット自身がチェックし，異常があった場合

はオペレータに修正対応を要求する。異常時対応では，

作業中の航法情報の取得や各部の動作状態などを適宜チ

ェックし，異常があった場合は，作業の停止，警報など

の後，正常状態への修正や護帰処理がオペレータとロボ

ットの対話に基づき進められる。これらの機能の動作は

故意に異常な状況を作つての試験により確認した。

8. 4 ロボット作業の性能評価

上記の航法システム，ロボット車両，及び作業ソフト

を統合したロボットの性能評価を行うために，無人作業

の評価試験方法を策定するとともに，ロボットによるロ

ータリ耕作業の評価試験を行った。

評髄試験においては，無人作業の効果を評価するため

に作業者能率などの指探を設定し，ロボット作業の精度

を詳細するために護進性や躍進の平行度などの指標を設

して，測定と評錨を行った。

埼玉県鴻巣市の生研センター附属農場での評価試験で

は標準作業法のロボット作業の試験を行い，ロボット

両を有人運転で作業する対照試験も実施した。評価試験

の結果， 50X 100mの矩形ほ場において，有人運転作業と

同種度の作業能率で、ロボット作業を行うことが可能で、あ

った。直進性等の作業精度では有人運転作業を上まわる

作業が行われた。

ロボットの取扱い性についても， トラクタ作業の経験

者を対象に評価試験を行った。試験の結果，用意した取

扱説明書に従って初期設定等を行うことが可能であり，

問題なくロボット作業を開始，終了できることが分かつ

た。

斜め作業法と 2通りの由り作業法のロボット作業につ

いて，ベースとなる標準作業法も含め，開発した作業ソ

フトによるロータリ耕うんの作業試験を行った。作業試

験の結果，いずれの作業法でも残耕や広留はみ出しのな

い良好なロボット作業を行うことができた。これらの新

たに提案，開発した作業法は，ロポット作業によって，

はじめて高能率・高精度な作業の実施が可能な作業方法

である。

8. 5 ロボット作業の活詞

ロボットの有効な利用方法として， 1人のオペレータ

がロボットに作業を行わせながら従来型トラクタの有人

運転作業を行う 12台関時作業法j を提案し，作業試験

を行った。また，ロータジ耕:以外の作業として播麓作業

と代かき作業をロボットにより行う方法について，これ

らのロボット作業を行う作業ソフトを作成し，作業試験

を行った。

2台同時作業法によりロータリ耕を行った結果， 1人

のオペレータでロボット作業と有人運転作業を問時に行

うことが可能で，産進性などの作業精度はロボット作業

が有人運転作業より優れていた。本作業法により，従来

型トラクタによる有人運転作業の約1.8倍の作業者能率
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でロータリ耕を行うことができ，ロボットの有効かっ安

全な活馬法であると評価できた。

標準作業ソフトをベースに f播種ソフトj を作成し，

農家ほ場で、作業試験を行った結果，ロボット作業と肥料

や種子の補給を 1人で行う麦播種作業を高精度で行える

ことを石軒忍した。ロボットによる播種作業は，省力イヒと

軽労化を達成できるロボットの活用法であると評価でき

た。

標準作業ソフトをベースに，作業方向を変えての繰り

返し作業を任意に選択・設定できる「代かきソフト」を

作成した。作業試験の結果，ロボットによる代かきは効

率的で無駄のない経路で行えることを確認できた。しか

し，代かきの仕上がり精度を高めるためには，作業速

度や耕深を適宜調節できる機能が必要であると考え

られた。

8. 6 0ボットの課題と対応

開発したロボットを現状の日本の農家作業に導入・

及させるためには，ロボットの低価格化と安全性・信頼

性の更なる向上，及び農業現場での有効な利用・運用方

法の確立が必要である。

開発したロボットをトラクタメーカーなどから市販

化する場合，その価格はベーストラクタが 250万円とし

て，それにロボット{じのための改造・機器装備等の経費

400万円程疫を加えて， 650万円程度と見積もることがで

きた。そのロボット化経費の低減には，航法システムに

GPS位量検出システムを適用することが有望で、あり，

GPS利用のためのインフラ整備や性能向上，利用コスト

低減の今後の動向が注目，期待される。

ロボット作業の安全確保では，人がロボットに近づい

た状況を 100%の信頼性で検出して作業を体止する機能

を持たせる必要があり，高精度・高信頼性の人検出セン

サの選定が必要である。

ロボット作業の{言頼性向上では，異常時対応における

異常の検出とロポット各部の制御をより細かく行えるよ

うにして，オベレータがその状況を遠隔で把握し，対応

を遠隅で実行できるようにする必要がある。異常等への

対応をロボットが自ら判断・実行できれば，より望まし

し、。

農家作業への導入・普及を前提としたロボットの有効

な利用・運用方法について，水稲作での資材等の運搬・

供給を含むほ場作業をオベレータ 1人で行うモデ、ノレを検

討，策定した。

ロボット作業のモデ、ル化においては，ロボットのほ場

までの移動や資材等の運搬・供給の方法，有人運転作業

とロボット作業の効率的な組み合わせ，ほ場の並びゃ農

道の自己置を含b適用農場の構成， さらには費用対効果の

点でメリットが高い経営規模などを検討，考慮する必要

がある。これらの要素は，できるだけ現状のロボットの

機能や性能，農業現場の状況に沿ったものとする必要が

ある。
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Summary 

Development of Robot Tractor 

Yosuke MATSUO, Osamu YUKUMOTO, 
Satoshi YAMAMOTO, Noboru NOGUCHI 

The robot tractor is mainly made up of a robot vehicle using commercially 

available tractor, so that respective parts be remodeled for automatic control, a 

navigation system called "XNAV" that detects and outputs robot positioning 

information with help of an auto-tracking type surveying device, and a controller 

loaded with an operation software which executes path planning and controls the 

robot vehicle. The robot has almost the same ability as conventional manned 

tractors and is capable of unmanned rotary tilling on a rectangular field at the 

same performance and precision level. 

To improve the adaptability and the utility of robot work, we developed a 

software that enables a path operation different from the one for conventional 

rotary tilling, seeding, and soil-puddling. The field test then verified the 

performance and the effect of the newly developed software. We proposed a 

double-vehicle work method by which robot operation and manned operation are 

performed simultaneously. With this method, an operator was proved to be able to 

perform a field work at an efficiency of 1.8 times as that of usual work with a 

conventional tractor. The result confirmed that this simultaneous method enables 

an effective and safe utilization of the robot. 

The robot performance was confirmed to be enough for its practical use from 

the viewpoint of labor saving, handling easiness, reliability, and work safety. 

Various farm works are done by the robot with work efficiency and accuracy 

almost at the same level as those of usual manned operation. 

The details of development, results of performance tests and subj ects for each 
component are summarized below. 

1. Navigation System and Robot Vehicle 
For the XNAV navigation system used in this research, an auto-tracking type 

surveying device "AP-L 1" (Topcon Corporation) is set outside the field, and it 

automatically tracks the light reflector placed above the center of the rear axle of 

the tractor, and detects the tractor positioning information by around O.S-second 
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time cycle. We confirmed that this system enabled measuring the tractor position 

at a distance of SOOm with an error of Scm or less. 

The tractor heading information is measured and obtained by a geomagnetic 

direction sensor ("TMS") mounted on the tractor. Errors due to the tractor 

inclination are compensated for the TMS output and measured position 

information. 

For the robot vehicle system, a commercialized tractor (Kubota GL321) is used 

by modifying the mechanisms such as steering mechanism, shuttle transmission, 

throttle and implement elevation to be controlled automatically. An automatic 

measurement system of the outputs of existing sensors of the base tractor and 

newly installed sensors was configured, so that the controller could digitally 

measure the conditions of operating mechanisms and each part of the vehicle. A 

factory computer (NEC FC9821 Ka) is used for the robot main controller, and a 

custom made controller by Kubota Corporation is used for automatic control and 

measurement of each part. 

A safety mechanism is equipped to stop operation III case of contact to an 

obstacle or detection of any abnormality. 

2. Robot Work and Operation Software 
We designated a "basic operation method" and called a computer program to 

perform that operation "basic operation software". This basic operation method is 

based on a rotary tilling work by use of respective implement. 

The robot work for the basic operation method was designed to perform 

returning operations in the central area, excluding the peripheral area, and then the 

robot practiced turning around operation in the peripheral area, including the 

headland, in an almost horizontal rectangular field, which is similar to the case in 

customary rotary tilling. 

Information on the field lot to perform robot work is obtained through 

"teaching" step in which the robot is manually traveled along the operation path 

around the outermost periphery of the work filed lot. 

The operation software is composed of the "task planning section", which 

performs teaching and path planning, and the "traveling and operation control 

section", which performs traveling and operation along the generated path. 

The traveling and operation control section is composed of four modules: the 

"off-work transfer 1 module" for moving from the entrance of the field to the work 

starting position, the "round-trip operation module" for processing to the central 
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area of the field lot, the "off-work transfer 2 module" for moving from the end 

position of round-trip operation to the initial position for turning around operation, 

and the "circular operation module" for turning around operation in the headland. 

These modules are composed of common routines for "straight forward control", 

"straight backward control", "180 0 turning control", "90 0 turning control", and 

"sideways movement control". 

3. Improvement of Robot Work -Expansion of Adaptability and Reliability 
To expand the adaptability of robot work, we improved the basic operation 

method and proposed "diagonal operation method" in which the robot returns 

straight along a diagonal of the field lot and "round operation method" in which 

the robot runs straight forward all over the field along the four sides of field lot. 

We modified the basic operation software, in which work is performed as in 

customary rotary tilling. In doing so, we secured that the method to set the work 

overlapping width and the order of paths were changed and selected according to 

work conditions such as field lot size. 

For diagonal operation, we developed an operation software to set an arbitrary 

diagonal angle on the basis of the basic operation software, by applying geometric 

transformation to path planning and vehicle guidance, based on the diagonal angle. 

For round operation, we developed an operation software so that path planning 

and robot work could proceed both from the outside toward the center and from 

the center toward the outside of the field lot. 

To improve the reliability and ensure the safety of robot work with XNAV, we 

developed programs to perform "self-diagnosis" before starting work and issue 

"abnormality alarming" during work, and incorporated these into the operation 

software. 

After the operator makes initial settings, the robot performs self-diagnosis in 

which it checks itself for ordinary acquisition of navigation data and appropriate 

setting and operation of each part of the robot. If it detects any abnormality, the 

robot requires the operator to take corrective measures. For abnormality alarming 

issuance, normal acquisition of navigation data during work and appropriate 

setting and operation of each part of the robot are checked. If any abnormality is 

detected, corrective measures are taken to restore the robot to the normal state 

based on a dialogue between the operator and the robot after the work is stopped 

and an alarm is issued. Operation of these functions was verified through tests on 

intentionally created abnormal conditions. 
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4. Evaluation of Robot Work Performance 
We established testing methods for unmanned work and conducted evaluation 

tests of rotary tilling in farm fields by the robot, in order to evaluate the work 

performance of the robot we have discussed, integrating the navigation system, 

robot vehicle and operation software. 

We set indexes such as operator efficiency in order to evaluate the effect of 

unmanned work we also set indexes such as straight traveling performance and 

parallel traveling performance in order to evaluate the accuracy of robot work. 

In the evaluation test conducted in the experimental farm of lAM-BRAIN III 

Konosu City, Saitama Prefecture, a reference test on manned operation of the 

robot vehicle was also conducted. The test results indicated that it was possible to 

perform robot work at an efficiency almost equal to that of manned operation in a 

50 xl OOm field. Robot operation was superior to manned operation in terms of 

work accuracy such as straight traveling performance. 

The handling easiness of the robot was also evaluated by operators 

experienced in tractor work. The results indicated that the operator could perform 

the initial setting according to the operation manual, and could start and finish 

robot work without any problem. 

Rotary tilling tests, using the operation software developed for diagonal 

operation and round operation, suggested that the robot could work well without 

leaving untilled areas and without traveling out of the field lot. The diagonal 

operation and round operation method that we have proposed and developed can 

be performed at high efficiency and high accuracy only by the robot work. 

5. Utilization of Robot Work - Application to Various Works 
For an effective utilization of the robot, we proposed "simultaneous double 

-vehicle work method" in which an operator carries out a conventional (manned) 

tractor operation while executing the robot work, and we conducted work tests on 

it. Furthermore, we developed an operation software to perform seeding and 

soil-puddling work in addition to rotary tilling with the robot, and conducted 

working tests with it. 

By performing rotary tilling work with the simultaneous double-vehicle work 

method, it was possible for an operator to perform robot work and manned 

operation simultaneously. Robot work was superior to manned operation in terms 

of work accuracy, such as straight traveling performance. With this work method, 

it is possible to perform rotary tilling at a work efficiency of 1.8 times as that of 
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manned operation using a conventional tractor; therefore, we confirmed that this 

method was effective and safe for utilizing robots. 

We prepared seeding software based on the basic operation software and 

conducted work tests in a farmer's field there, we confirmed that an operator 

performed the robot work of wheat seeding and fertilizer spreading with high 

accuracy including their replenishment. The evaluation confirmed that seeding 

with the robot could reduce labor and release farmers from hard work. 

Based on the basic operation software, we prepared a soil-puddling software 

that enables arbitrary selection and setting of repetitive work while changing 

travel direction. Test results confirmed that soil-puddling with robot could be 

carried out along an efficient route with a complete coverage. However, to 

improve the accuracy of soil-puddling, a function for an appropriate adjustment of 

work speed and tilling depth was considered to be required. 

6. Subjects of Robot Work and Countermeasures 
To introduce and expand the developed robot to current farm work in Japan, it 

is necessary to solve some remaining issues; a lower price, further enhanced safety 

and reliability of the robot and establishment of a method for effective utilization 

as well as operation of the robot at agricultural sites. 

The price to introduce the robot into the market from a tractor manufacturer is 

estimated to be about 6.5 million yen, assuming that the price of the base tractor is 

2.5 million yen and the modification as well as equipment cost for converting it 

into a robot is 4 million yen. Employment of a GPS position detection system for 

the navigation system seems promising to reduce the cost of robotization. 

Therefore, the focus is on arrangement of the infrastructure, improvement of 

performance, and reduction of the utilization cost of the GPS. 

To ensure robot work safety, the robot must have a 100% reliable function to 

detect a human approaching and then to stop its work; thus, it is necessary to 

select human detecting sensors that have high accuracy and high reliability. 

The reliability of robot work can be improved by securing the detection of 

abnormalities and the control of robot component in detail and precisely; the 

operator must be able to understand such a situation from a distance and remotely 

execute corrective measures. It is even more desirable for the robot itself to be 

able to judge any abnormality and take the corrective measures. 

For an effective operation of the robot for farming, we studied and established 

a model by which an operator performs field work in a rice paddy, including 
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transport and supply of materials. 

To model the robot work, it is necessary to consider methods to move the robot 

to the field, methods for transport and supply of materials, and for an efficient 

combination / coordination of manned operation and the robot work. Also, 

configuration of the farm including the arrangement of fields and farm roads, and 

increase of farm management size to achieve higher cost performance should be 

considered. These elements of model robot work should reflect the present 

available state of robot's function and performance, as well as the current state of 

agricultural sites. 
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