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内側収穫ロボットを用いたイチゴ果実への接近収穫方法の検討*

林 茂彦*lt・山本聡史*1・粛藤貞文ネ1.山下智輝*2.田中基雅*9

坂本車樹ネ2・柏原直哉*2.菅野重樹*3. 

嬰
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臼

イチゴの吊り下げ式高設栽培において 果実の外領IJと内側視点の違いによる重なり状況を調査した結

果，内側視点では収穫対象果実のおよそ 9割が最前に位置し果実全体を認識できた。次に，果実の内側

から接近可能な収穫ロボットを用いて収護性能試験を行った。内側収穫ロボットは，吊り下げ式高設栽

培ベッドの真下を走行し.1台のマニピユレータで在右両側の果実を採楽することを特徴とする。果実の

検出成功率および採巣成功率は‘紅ほっぺ'で 68.7%および 50.6% ‘あまおとめ'で 75.0%および63.0%で

あった。外側担点に比べ内側視点の方が果実の視認性に優れ，このことが採果成功率の向上に寄与した

と推察された。

[キーワード]イチゴ収穫ロボット，移動プラットフォーム，果実ままなり，内{日~被点，市り十ドげ式潟設栽培

Study on an Inside-approach耳目:vestingRobot for Picking Strawberries * 

Shigehiko狂AYAS狂I州.Satoshi Y AMA羽OTO*l.Sadafumi SAITO*l. Tomoki YAMASHIT A叫，

Tomomasa TANAKA叫.Naoki SAKA話OTO叫.Naoya KASHIHARA叫.Shigeki SUGANO特

Abstract 

This study investigated the potential for autonomous harvesting of strawberries cultivated in a 

hanging司typeelev呂tedsubstrate 

Investigation of degree of overlap between inside and outside revealed that approximately 90% of 

mature fruits are located at the front and can be detected by an inside inspection. Harvesting tests were 

conducted using an inside-approach harvesting robot that can travel beneath a hanging bench and pick 

fruits on both sides using a single manipulator. The success rates for detecting and for picking were 68.7% 

and 50.6% for var. Benihoppe. and 75.0% and 63.0% for var. Amaotome. Our investigation of degree of 

overlap and harvesting tests demonstrated that the improved visibility of mature fruits from inside led to 

significantly enhanced picking performance. 

[Keywords] strawberry-harvesting robot. travelling platform. fruit overlap. inside view. hanging-type巴levatedsubstrate 
culture 

I 緒言

我が国の総人口に占める 65歳以上の高齢者の割合は

23.l% (2010年)で¥欧米諸国に比べ高い水準を示してい

* 2011年 9月第70倒産基索機械学会年次大会(弘前大学)にて一部講演

る(総務省統計局. 2011)。今後総人自は減少を続け，

2050年頃には 1億人を下田ると推定されている O 総人

口の減少に伴い高齢者の割合は上昇を続けることが予想

され，市場の縮小，労働力不足の深刻化，産業構造の脆
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弱化が懸念されている O 農業分野においても農業就業人

口は平成 22年度の 260万人まで減少しその平均年齢

は66.1歳となっている(農林水産省統計部. 2011) 0 

このような状況のなか，経営規撲の拡大に対応した作

業の効率化や自動化，省力化技術を講築する上で，ロボッ

ト技術への期待は大きいものの 野菜生産についてみる

と，作物や箇場，栽培様式の多様性および複雑性がロボッ

ト導入の妨げになってきた。イチゴ収穫へのロボット技

術の花、用として，生藤ら(1996)は土耕栽培用の収穫ロ

ボットを開発し，ロボット導入の可能性を示した。その

後，吸引式ハンド(近藤ら.2000). フック式ハンド(有

馬ら.2004).ハサミ式ハンド(麗ら.2007)が提案され

た。高設栽培技術の普及が始まると，槌麗標型ロボット

を用いて高設栽培への導入の可能性が検討された(有馬

ら.2001)。そしてシステム性能の向上を目指して，

座標型ロボット(有馬ら.2003;尾降ら.2006)や円簡臨

標型ロボット(林. 2005) を溶いた収穫ロボットシステ

ムが提案された。さらに，吸藩管と果柄把持切断フイン

ガからなる採巣ハンドを患いて吸着機講が11又護性能に及

ぼす影響(Hayashiet aL. 201Oa)や，収穫ロボ、ツトの周年

和用のための技術課題も報告されている(重松ら.2009)。

またロボットの動作空間を確保するため果実の下側から

接近するロボット機構が試作された(山本ら.2009)。こ

れら高設栽培用収護ロボットの開発研究から，果実の内

側視点が有効であること，泉柄を切!訴することにより果

実損傷が少ないこと，夜間稼働など画像入力にあった環

境を構築することなどの知見が得られている。

そこで，本研究では果実内側からの接近を前提に，外

側と内側視点における果実の震なりの違いを調査する O

果実内側から接近する場合には，対象果実とマシンビ

ジョンとの距離が近くなることから，ロボット機構を小

裂化することが重要な技術要素となる。そのため，小型

マニぜュレータを設計・試作し，その先端に採果ハンド

を2組設置することで栽培ベッドの左右両側の来実へ譲

近できることを特徴とするロボット機講を提案するとと

もに，果実の重なりと収穫性能の関係を明らかにする。

II 材料および方法

1. 吊り下げ式高設栽培べ、ツド

高設栽培は作業者が立役の状態で作業しやすい位置に

イチゴ株を設議して栽培する技術で¥作業姿勢の改善に

より軽作業化，省力イヒが実現でき(伏原.2004). これま

で様々な方式の栽培システムが普及している(潟市，

2003)。栽培ベッドの架合パイプの一部を土中に埋設す

る埋め込み式が一般的であるが，ヨーロッパでは栽培

ベッド架台をハウス構造物から吊り下げる方式が普及し

ており，我が留でも導入が見られる。この吊り下げ式高

設栽培ベッドは，強度の高い誼室が導入条件となるが，

栽培ベッドの下に広い空間が生まれる。この空掃にロ

ボット機構を配置することにより，果実の内側からの認

阪 1 吊り下げ式言語設栽培の構造:塗りつぶし部分は想

定着来領域を示す

Fig. 1 Schematic diagram of hanging-typ巴substratecul-

tur巴 forstrawberri巴s; a net pattern shows an 

estimat巴dregion for fruit cluster‘S 

識および譲近が可能となると考えられる。

吊り下げ式高設栽培ベッドの構造を関 lに示す。架台

はハウスの梁部材から吊り下げられ，高さはおよそ 1m

である。果実は栽培ベッド関側に垂れ下がり，網掛けで

示す領域(以下，想定着巣領域)に着果する。栽培方法

はパック栽培システムと呼ばれ 架台にポリエチレン製

バッグ(内す;75X35cm.主成分比:杉皮6. ココピー

ト2. ピートモス1.パ…ミキュライト1)を並べ，バッ

グ1袋に 8株を植え付けてドリッパにより養液供給する

方式である(松崎. 2004)。

2.果実重なりの謂査

イチゴは複数果から果房を形成する。最初に理果が肥

大しその両鵠に順次2番果が2果.3番巣が4果 そし

て4番果が8果着果する (Hancock， 1999)。したがって，

赤熱来実の鹿辺には，それより遅い花序の果実が，

過程または未熟の状態、で存在する。赤熱果実に対してロ

ボット収穫を試みる捺，来躍の状態が性能に大きく影響

する。有馬ら (2001)は収穫における祭実の内側読点の

復位性を報告しているものの，外側と内開視点の差に関

して定量的に論じている例は少ない。

そこで，本研究で対象とする吊り下げ式高設栽培にお

ける果実の重なりを調査した。着色度 80%以上の収穫

適期果実に対して，外側と内側の両方からデジタルカメ

ラで撮影した。撮影画像を基に， 自視で果実の重なり状

態を以下に示す A~E の 5 段階に分類した(重松ら，

2009)0 
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国 2 内側収穫ロボットによる接近収援方法

Fig. 2 Schematic diagram of inside-approach method by the strawberry-harvesting robot 

2 
口
出
回∞∞国

Sl:縦:i'E行祭会
S2:リニアスライダ;1000mm 
Lo:ベースアーム長;261mm
L1町第1アーム長:180mm
L2:第2アーム長;190mm
L3:採果エンドヱフェクタ長;216mm

酪 3 内側収穫ロボットの機構

Fig. 3 Structure of insid巴命approachharvesting robot 

A:対象果実が独立して着果し采実全体が見える

B 対象果実の後ろに緑自色の未熟果があり対象来実

全体が見える

c 対象果実の後ろに赤色果があり対象条実全体が見

える

D:対象祭実の訴に緑白色の未熟果があり対象来実の

50%以上が見える

E 対象果実の前に緑白色の未熟果があり対象果実の

50%未満が見える

なお，調査は松山市のイチゴ農家の果実(品種:紅ほっ

ぺ)を対象に. 2005年2月と 5月の 2闘行った。 2月の

調査数は 227来. 5丹は 217果とした。

3. 内側担穣ロボットの構成

(1) 小型化の検討

吊り下げ式高設栽培では栽培ベッドの左右両側に果実

が垂れるように植え付けを行う。したがって，栽培ベッ

ドの内側から果実を検出し譲近するためには，ロボット

機構の小型化が求められる。また笥i~Jjの果実を収穫す

るためには. 11又護ロボットを左右に旋回させる必要があ

るが，旋問機講を組み込むと構造が複雑となり，旋由時

間がかかって作業能率が抵下した(中尾ら.2009)0そこ

で，図 2に示すようにマニピユレータ先端に 2組のエン

ドエフェクタを配鷺し. 1台のマニピュレータで両側の

果実に接近できるロボット機講を考案した。 2組のエン

ドエブエクタの組み込みに合わせて，マシンビジョンも

おi~Jj fflおよび左側用として 2 組搭載した。

(2) ロボット機購

内側収穫ロボットの機構を関 3に，吊り下げ式高設栽

培における動作状況を国4に示す。収穫ロボットは移動

プラットフォームとロボ、ツト本体に大別される。移動プ

ラットフォームは縦走行架合および横走行架台からなる

X-yテーブルの構造で(林ら.201Ob).縦走行架台の大
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図 4 吊り下げ式高設栽培における内側収穫ロボットの

拶ryf乍状j兄

Fig. 4 General vi巴W of inside-approach harvesting robot 

きさは 2670x 1200 mm，横走行架台は 600X1200mmで

ある。横走行架台にロボット本体を搭載することがで

き，縦走行架台の両側に取り付けた 120Wモータ 2台に

より通路方向にレールi幅2520mmの2本のレール上を

走行し横走行架台の 120Wモータにより通路と産角方

向，つまり畝移り方向に動作する o JI又礎実.~食では通路方

向の移動速度を 210mm/s，畝移り方向の移動速度を

140mm/sに設定した。

ロボット本体は，リニアスライダと 3軸の多関節マニ

ピュレータから構成される(関 2)。吊り下げ式高設栽培

ベッドの下を移動するため 地上高を 688mm(移動プ

ラットフォームを含む)に抑えた(関 3)0収接ロボット

の中心軸から想定着巣領域までの最小距離は 150mmで

あることから，ステレオビジョンカメラとして曲収

差のf民い広角レンズ(日東光学， SY110M，焦点距離:1.

67mm) とUSBカラーカメラ (PointGrey Research， 

FMVU-13S2C心S，解像度:1280x960翻素)を選定し

レンズ先端が中心軸から 63mmになるようにベース

アーム Loの上端に左右 2組設置した。したがってカメ

ラから想定果実領域までの最小距離は 87mmとなった。

次に，エンドエフェクタ L3から下方 55mmの位寵に左

右対向するようにハンドアイカメラ (PointGrey 

Research， FMVU-13S2C-CS，解像度:1280x960画素)を

組み込んだ。また LoとL3とのリニアスライダ移動方向

のオフセット量は 261mmとなることから，採果制御に

おいてステレオカメラで果実の 3次元位置を計算した

後， リニアスライダをオフセットさせ，エンドエフェク

タを正対させる必要がある。さらに， リニアスライ夕、の

南側には果実収容トレイ (L535x W255 x H80 mm)を

各々 2箱積載した。

採果用のエンドエフェクタは国 5に示すように左右対

称の構造で，大きさは 216x97mmである。中央に配置

した DCモータ(定格出力:11 W，減速比:1129)の駆

第 4号 (2012)

216 

112 

関 5 イチゴ採来照エンドエフェクタ(単{立・ mm)

ト、
σ3 

Fig. 5 Schematic diagram of巴nd-effectoI・forpicking (unit : mm) 

動により南端のフィンガが開時に作動する。フインガの

間関連度は最大 50mm/sで，上段の切断フインガ(開き

幅 :9mm，刃摩:上刃および下刃とも 3mm)で巣柄を

切断-し下段の扶持フィンガ(刃厚:3mm)で果柄を把

持する。

4.収穫制御プログラム

(1) RTCの利用

収穫ロボットは，マシンビジョン，リニアスライダ，

マニピュレータ，エンドエフェクタ，移動プラットフォー

ムを併せ持つ複雑なシステムであり，統合制御プログラ

ムの開発は一つの重要な技術要素である。しかしプロ

グラム開発においては，生産現場での検証やチューニン

グが頻繁に求められることから，統合制錦プログラムを

その都度書き換えることは非効率である。そこで，産業

技術総合研究所が開発する RTミドルウェア

OpenRTM-aist (産業技術総合研究所， 2011)を適用し，

各構成要素のプログラムをコンポーネント化した。本研

究では，マニピュレータ制御， リニアスライダ制調，画

像処理ソフトウェア制御など9掻額のコンポーネントを

作成した(山下ら， 2012)。複数の RTC(ロボットコン

ポーネント)の開発によりプログラムのメンテナンスが

容易になり，開発した RTCを別のプログラムで利用す

ることも可能となり融通性の向上が期待できる。

(2) 収穫基本動作

本ロボットを用いた収穫基本動作のフローチャートを

図6に示す。移動プラットフォームが栽培ベッド端点に

ある状態から収穫動作を開始し左右 2組のステレオビ

ジョンカメラで赤色系実を検出する。収護適期果実があ

れば，それぞれの三次元位置を計測し左右の区別なく

リニアスライダの移動距離の短い)11&に採果を行う。計算

した三次元位置情報を基に，ハンドアイカメラが対象果
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E司始

割 6 収穫恭本動作のブローチャート

Fig. 6 Flowchart of harvesting procedure 

実の手前 60mmになるように正対する O ハンドアイカ

メラで対象果実を撮影し後述する来柄切断位置の決定

アルゴリズムより切境庁位置と を計算する。エンド

エフェクタを前進させ，フインガを閉じることで果柄を

切訴すると問時に下刃で果栴を把持したのち， トレイに

収容する。リニアスライダを 160mmずつ移動させ，問

様の採果動作を 4間行う。リニアスライダ内の作業領域

内の処理が終わると移動プラットフォームを 700mm前

進させ，果実探紫と採果を繰り迭す。移動プラット

フォームが栽培ベッドの終点に到達すると収穫動作を終

了する O

(3) イチゴ果実の認識

イチゴ果実の認識のための画像処理ソフトの開発で

は，開発解析ツールが充実していて開発工程の短縮化が

閣れる点と，三次元西像処理機能など処理コマンドが充

している点から画像処理ソフト HALCONを利用し

た。画像処理アルゴリズムは既設の研究(例えば，握ら，

2007;山本ら， 2010)を基にした。まず，左右臨{象を取り

込み，色彩情報を基に 2値化したのち，形態特徴飽から

梼円の対象物(イチゴ果実)を抽出する O 抽出した対象

物の着色度(赤色領域の占める都合)を計算することで

収穫適否を判断する。そして 収穫適期であれば左右画

像の対応付けを行って三次元位置を計算する O

(4) 果柄切断位置の決定

来栴切断位龍の決定アルゴリズムは，まず撮影したハ

ンドアイ商橡(l280X960萌葉)のうち，中央上端の 640

X480翻素を切り抜く(関 7)0そして来柄の探索領域を

限定するため，検出した果実領域の幅wおよび上辺の

中点 pを基に，対象果実のよ部に五角形の注自領域ROI

を設定する。 ROIを1i.角形とすることで反り返ったヘ

タの誤検出の低減を国った。この ROI内の色彩情報を

基に 21i直化し細線化処理を行って緑色の来柄を抽出す

る。抽出した来柄部分のうち点 pから 20mm上方の位

q'を求め，切断位置とする O ここで¥ハンドが裕正な

しで前進したとき切断フィンガに挿入される位置 qと，

画像処理により求めた切断位霞 q'との錦位がゼロにな

るようにハンドを議近させる必要がある。そのため両者

の偏位からハンド制榔の補正最を算出し，マニピュレー

タ制御コンポーネントに受け渡す。

5.収穣試験

収穫試験に供試した品種は‘あまおとめ'と‘紅ほっぺ'

で， 2010年 9月 22日に生研センターに設置した吊り下

げ式高設栽培ベッド 2列に供試品種をそれぞれ定植し

た。栽培ベッド 6.0mのうち 4.2mを試験区 (22株)に

設定した。

収穫試験は 2011 年 4 月 22 日 ~6 月訪日まで計 6 間

行った。まず，収穫試験前に内側視点における収穫適期

(藩色度 80%以上)の重なりを調査し記録した。そ

して，内側収護ロボットを図 6に示した収穫基本動作に

従って自動運転を行い，収穫適期果実に対する検出成否

と採巣成否，未熟果実に対する採果数，収穫した果実の

果柄長を調査するとともに，処理時間を測定した。なお，
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試験は日没後に実施し間像入力の捺の果実周辺照度は，

ステレオビジョンカメラ撮影時でおよそ 350Lx，ハンド

アイカメラ撮影時で、およそ 80Lxであった。

III 結果および考察

1.視点の違いによる果実の重なり

吊り下げ式高設栽培における果実の重なりの調査結果

を国 8に示す。外側と内側視点を比較すると， 2月およ

び5丹の議査とも内側視点では，重なり Dが少なく

なり Bが多かった。これは，未熟果と収穫適期果が震な

る場合，外側に未熟果，内側にi収穫適期果という配霞に

なっていることを示している。また，収穫適期果が最前

となるA， BおよびCの説会の合計は， 2月において外

側40.1%，内側 90.3%で， 5丹において外領tl57.1%，内側

87.6%となった。内側からみるとII又護適期果実のおよそ

9割が最前に位置し来実全体を認識できることがわ

かった。

次に，収穫時期を比較すると，内側視点では時期によ

る構成割合に大きな違いは認められなかった。一方，外

側視点では 5月になると単独の重なり Aの割合が増加

する額向が見られた。これは収穫後期になると次の果房

の出奮が少なくなるためと推察された。このように，収

穫対象果実を中心とした果実の重なりは，収穫時期に影

されるほか，品種，果実斑大や着想，来序，摘果の強

弱により変化することから これらの影響の解明には更

なるデータの蓄積が必要と考えられた。

1.15 xw 

閣 7 果柄切断位震の決定方法

Fig. 7 Algorithm for detecting cut point of peduncle 

2.収穫試験

(1) 果実検出性能

収穫試験の結果を表 Iに示す。果実の検出成功率Rv

(対象果実数に対する検出成功果数の割合)は，征ほっ

ぺ'で 68.7%，‘あまおとめ'で 75.0%となり，‘紅ほっベマこ

比べ‘あまおとめ'で良好な結果を示した。 Hayashiet al. 

(20l0a)は，‘あまおとめ'が繰白色部と赤色部の境界が鮮

明でマシンビジョンによる熟度判定が比較的容易である

ことを報告しており，この着色特性が本試験結果の要閣

のーっと推察された。

果実の検出成功率を重なり別に解析すると，‘紅ほっぺ'

の震なり Eを除き， 55%以上の検出成功率を示した(国

9)。また，サンプル数が少ないことから明瞭ではないが，

果実の重なりが大きくなると つまり重なり D，Eにな

ると検出成功率カf低下する額向を示した。ただし重な

りEにおける‘あまおとめ'の検出成功率は 80.0%を示し

たものの，サンプル数が5果であることから更なる検討‘

が必要と考えられた。

(ω2幻)採果性能

果柄切断成功率Rs(検出果実数に対する果柄切i断主折庁成

功采数の害製1合) Iはま丈，

8担4.1ユ1%とと，‘あまおとめ，でで、高い結巣が得られた。 RvとRs

の積である採果成功率Rρ(対象果実数に対する採果成

功果数の割合) Iは土丈紅ほつペ，で 5印0.6%，あまおとめ'で

100覧

90覧

80詰

70詰

60覧

~ ぷき

40 50詰

事銭事事量 40号

30覧

20詰

10詰

。覧

2Fl滋!!l}i!l1J 2Fl内側 5Fl滋路慣~ 5月内総

撮影自寺織と撮影方向

凶 8 視点の違いによる果実の重なり

Fig. 8 Fruit overlap from differ巴ntview points 

表 1 収穫試験結果

Table 1 Results of harvesting perfor立lancetest 

品種 総試験長処理待問 JjJl穣対象スァレオどジョン採泉成功検出成功率切断成功率

(m) (min) 果数 検出来数 来数 (%) (%) (%) 

キエほっぺ 25.2 37.39 83 57 42 68.7 73.7 50.6 
あまおとめ 23.3 37.73 92 69 58 75.0 84.1 63.0 
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Different letters at the right top of bars show significant difference at 5 % level. 
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注)パー右上の異なる文学問で5%の有意差あり

Fig. 10 Success rate for fruit picking by fruit ov巴rlap;

Different lett巴rsat the right top of bars show significant difference at 5 % level. 

6臼3

を留 l叩Oに示す。‘あまおとめ'は重なり Dで最も低く 33.

3%であったものの，重なり AB， Cではそれぞれ 76.

7%， 68.2%， 70.6%であった。一方，‘紅ほっぺ'は重なり

Eで最も低く 14.3%で，重なり A B， Cではそれぞれ

60.7%， 66.7%， 25.0%であった。‘あまおとめ'に比べ‘紅

ほっぺ'で採果成功率Rρ が低くなったのは，来実検出率

の差が原因の一つであるが，果柄切断成功率も低いこと

を考癒すると，着果節潤(果柄の最終の節から果実まで

の部位)の違いが考えられる。つまり‘紅ほっぺ'は，着呆

節開が‘あまおとめ'に比べ短く，果実同士が隣接する傾

向にあり，ハンドアイカメラで対象泉柄以外の果柄を検

出したり，切断フィンガを接近させる際に切断フインガ

先端が隣接の来柄に衝突して対象果実の果柄が切断フイ

ンガ内に挿入されなかったと考えられる。

採果成功率は，藩果状態の他，栽培管理や品種の影響

を大きく受ける。また，ロボットのシステム構成や接近

方向も決定要閣のひとつである。前項の視点の違いによ

る果実の重なり諦査において，外領u視点によヒベ内側視点

は果実説認性に優れることが導かれた。このことが採果

成功率に寄与した可能性が示唆された。

(3) 果柄長

採巣に成功した収穫適期果実の果柄長は，‘紅ほっぺ'

で 19.6土5.6mm，‘あまおとめ'で 22.6:!:8.5 mmであった。

開発した果柄切断位置の決定アルゴリズムは 20mm上

方位置を計算することから 概ね良好な結果といえる。
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一方，ぱらつきが生じた原因として，ステレオカメラに

よる奥行き距離に誤差が生じること，来柄が{頃いていた

場合に切断長は長くなること，本アルゴリズムでは来柄

と果実の結合部位を果実大きさなどから幾何学的に推定

していることが考えられた。

(4) 未熟来の収穫

本試験において，内側収穫ロボットがJ[x護適期前の未

熟来を誤収穫する場合が散見された。未熟果の収穫は

‘紅ほっぺ'で 34巣，あまおとめで、 22果であった。この

原閤として，主に果実認識画像処理アルゴリズムにより

着色度を誤判定したこと，来柄切断位置決定アルゴリズ

ムにより対象以外の来柄を抽出したこと，未熟果が対象

果実に擁接しているため同時に採果したことが考えられ

る。つまり，ソフトウェアや機械構造，作物条件などの

要因が相互作用し未熟巣の収穫が発生しており，シス

テム全体の性能を評価する本試験の中では，個別の要阪

の究明には歪らなかった。生産現場では着色度が 50%

を超えれば出荷は可能という開き取り事例もあるが，基

本的にこのような未熟果の収穫は減収に繋がることか

ら，熟度判定機能の改善は今後の課題である O

(5) 収穫処理時間

収護処理時間は，表 lの示すように‘紅ほっぺ'で 37.39

min. ‘あまおとめ'で 37.73minであった。したがって，

単位長さあたりの収護処理時間は‘柾ほっぺ'で 1.48

min/m. ‘あまおとめ'で1.62min/mとなり，品種により

はなかったものの，通路側から接近するロボット

(Hayashi et aL. 20l0a)に比べ作業能率としては低い結果

であった。これは，採巣に失敗した場合でもトレイへの

整置動作を行ったことが原図と考えられた。また，果実

1来の処理時間は 14.5sであり，そのうち果実の搬送と

整置の動作時間が 8.9sを占めた。処理動作の高速化の

ためには，整置動作の際にリニアスライダの動作距離を

短くすること，採果動作後に把持のチェックを行うこと

などが求められ，具体的な方策として，前者に対しては

最短整霞位置決定アルゴリズムの導入，後者に対しては

ハンドアイカメラを利用した把持確認画像処理モジ、ユー

ルの導入が考えられる。

IV 捕要

イチゴの吊り下げ式高設栽培環境下における果実の自

動収穫を自的として，果実の外側と内側規点の違いによ

る重なり状況を調査した。また，果実の内1l!Uからの接近

を特徴とする内側収穫ロボットを用いて収穫性能試験を

行い，以下の知見が得られた。

1)外側と内側視点による果実の重なりを比較すると，

内側視点の方が2丹および5月の調査とも重なり

Dが少なく重なり Bが多かった。また，収穫適期

果が最前となるA.BおよびCの割合の合計は.2 

月において外側 40.1%.内測 90.3%で. 5丹におい

て外領U57.1%.内側 87.6%となり，内1l!Uからみると

JI又護適期巣実のおよそ 9割が最前に位置し来実

全体を認識できることがわかった。

2)内側収穫ロボットの性能試験において，果実の検

出成功率は，‘紅ほっぺ'で 68.7%.‘あまおとめ'で 75.

0%であった。これは，‘あまおとめ'の緑色部と赤

色部の境界が鮮明でマシンビジョンによる雨者の

識別が比較的容易で、あることに起臨していると推

された。ただし収穫適期前の未熟来を収穫適

期と判断して誤収穫する場合が散見されたことか

ら，熟度判定機能の改善は今後の課題である O

3)内領U収穫ロボットの採果成功率は紅ほっぺ'で、 50.

6%.‘あまおとめ'で 63.0%であった。果実全体が認

識できる震なりA.B. Cの状態における採来成功

率は，‘紅ほっぺ'ではそれぞれ 60.7%.66.7%. 25.0% 

で，‘あまおとめ'ではそれぞれ76.7%.68.2%. 70.6% 

であった。内側からの視点は外側視点に比べ対象

果実の視認性に擾れ，このことが採采成功率の向

上に寄与したと推察された。また，果実 1来の収

穫処理時間は 14.5sであった。
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