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特集 施設園芸の新たな技術体系

トマト低段密植栽培における自動着果処理技術の開発

黒崎秀仁*

〔キーワード):トマト，低段密植栽培，着果処理，

ロボット，自動化

1. はじめに

農作業の中でも収穫作業は最も重要であり，トマ

トの栽培においては年間労働時間のおよそ 30%を

占める(農林水産省統計情報部 2009).これまでも

軽労化のために，収穫自動化の研究が行われてきた.

しかし，露地栽培の作物と比べて，施設栽培される

果菜類の自動化は遅れている.露地栽培の作物の多

くは一斉収穫が可能なのに対して，トマトの場合で

は，未熟果が混ざった中から完熟果だけを選んでも

ぎ取る選択収穫が行われていることが，自動化の技

術的なハードルを上げている.果実は柔らかく搬送

にも注意が必要であり，収穫は一度で終わらず，残

りの果実がすべて完熟するまでは植物体も傷つけ

ずに維持しなければならない.これらの作業は複雑

で，自動化にはロボットが必要だった.熟した果実

を発見するためにはコンビュータによる画像処理

技術が重要な役割を果たした.近年のコンビュータ

の高速化に伴い，画像処理は高速に複雑な処理を実

現できるようになった.しかし，それでも，これま

での研究ではロボットが人間の作業速度を超える

ことは困難だった.画像処理だけではなく，果実へ

の接近，切断，収容，といったアクチュエータの動

作にも多くの時聞がかかるのである(林・坂上 1997，

林ら 2003，E.J. Van Hentenら 2003，太田ら 2010).

柔らかい果実を取り扱うために，ロボットの動作速

度には制約があった.したがって，実用化を目指す

には作業効率の問題に対処する必要があり，そのた

めには新しいアプローチを考える必要があった.

2 新しいアプローチ

人間の作業を前提とした栽培システムの中で単

純に作業者をロボットに置き換える方法では十分

な作業効率と精度が得られなかった.そこで，機械

化に適した栽培システムの模索が始まっている.例

. (独)農研機構 野菜茶業研究所 (Hideh山 Kurosaki)

えばイチゴではロボットと移動栽培ベンチを組み

合わせて，ロボットに適した環境で作業ができるシ

ステムが考案されている(吉田ら 2008，山本ら

2010). 著者らの研究ではトマトの低段密植栽培に

着目した.低段密植栽培は通常の 2~3 倍の栽植密

度で栽培し，これを 1~3 段程度で摘心する短期栽

培を繰り返すというものである(大石 2006).この

方法では草姿が小型で単純になるため，機械化に適

しているのではないかと考えられた.栽培システム

をロボットに適合させることで，ロボットの構造は

単純化でき，コストの低減にも貢献する.また，複

数のベッドで作期をずらしながら栽培を行うため，

作業のピークシフトが可能となり，ロボットの処理

能力を超えないように栽培スケジュールを調整す

ることもできる.ロボットの処理効率については，

たとえ速度が遅くても人聞が作業を行わない夜間

に稼働させることで問題を回避できる.一般的な温

室では夜間の作業を想定しておらず，照明すら装備

されていないことが多い.つまり夜間はこれまであ

まり作業に活用されていなかったのである.夜間を

ロボットの作業時間にすることで，人間とロボット

の作業時間帯を分離できればロボットの作業効率

が低くてもそれほど問題にならない.

もう一つ，ロボットを夜間に稼働させることには

利点がある.それは画像処理の精度が向上すること

である.一般に画像処理は安定して被写体を撮影で

きることが重要とされるが，太陽光の下では天候や

時間帯，影の影響などで複雑に光環境が変化し安定

した撮影が難しい.一方，夜間であれば LEDなど

の人工光源を用いて常に同じ条件で撮影できるの

である.この原理を利用したイチゴ収穫ロボットが

存在する(山本ら 2008).さらに，前述したとおり，

トマトの場合は選択収穫を行うことが作業効率の

ボトルネックになっていた.しかし， トマトでは一

部の品種で実用化されている「房どり」と呼ばれる

手法がある(大久保・長尾 2009).果房単位で成熟

の斉一性が十分に高ければ果房をまるごと収穫し，

0369-5247/14/干500/1論文/JCOPY
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収穫時間を大幅に短縮できる可能性がある

3 着果処理の自動化

トマトにおいて房どりに必要な果実成熟の斉一

性を確保するには着果ホルモン剤の利用が有効で、

あることが知られている(図 1) マルハナパチや振

動受粉では開花した順に受粉が行われるため着果

時期の制御は困難であるが，着果ホルモン剤は噴霧

したその日から単為結果が誘導されるため，着果時

期を揃えられ，花粉の稔性が低下する高温期にも安

定して着果できる市販されている着果ホノレモン剤

はオーキシン (4-CPA)を主成分と した液体であり，

開花中の花房に少量噴霧するだけで効果がある し

かし，その半面，花房以外に噴霧すると生理障害が

生じると いう特性があり ，着果ホルモン剤の利用は

これまでハンドスプレーを用いて l花房ずつ手作業

で行われてきたが，ハンドスプレーであまりにも多

数の花房を処理すると腿鞘炎を生じ るリスクが

あった.そのため，著者らは自動収穫の前段階とし

て着果処理ロボッ卜の開発に若手 した.このロボッ

卜は温室内を自走し，開花中の花房を自動的に発見

し， 花房位置のばらつきに対応してノズルの位置を

補正し，ホルモン剤をスポッ ト散布する機能を持た

せる ことを目標とした(図 2).

4 着果処理ロボットの構成

(1)ハードウェア

着果処理ロボットの試作機は3自由度の直交座標

型マニピュレータ，カメラ，LED照明， 噴霧ノス、ル，
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電動ポンプ，手!ltJJ式リフ ト，制御用コンピュータ(以

下，制御用 PCとする)で構成した(図 3).これは，

これまでのロボット(林 ・坂上 1997，林ら 2003，

E.J. Van Henten ら 2003，太田ら 20 10) が 5~7 自由

度のマニピュレータを採用していたものと比較し

て大幅に機構を単純化してある.マニピュレータの

水平シリンダはス トローク 600mmで， この移動方

向を X軸と見なした.さらに，ストローク 300mm

の垂直シリンダの移動方向を Y 軸， ストローク

200mmのノ ズル伸縮、ンリンダの移動方向を Z軸と

した.各電動シリンダは RS-232Cインターフェー

スで制御用 PCに接続して制御した.手動式リフト

は，ロボットの起動前に開花中の花房の平均的な地

上高にマニピュレータの高さを合わせる事を想定

しており，これを組み合わせればベッドを含む地上

高が 800mmから 1600mmの範囲の花房にまで対応

できる.また，手動式リフトにはポテンショメータ

を内蔵しており ，制御用 PCからは電動シ リンダの

位置と併せて花房の座標を把握できる仕様となっ

ている.

カメラには CMOSカメラ (HV10，Canon製)を

搭載しておりこれは家庭用ビデオカメラを流用し

ている.カメ ラの有効画素数は 720X480ピクセル

モードで使用し， IEEE1394インターフェースで制

御用 PCに接続した.このカメラの視野角は水平

33. 3
0 ，垂直 25.0。である カメラには照射角は

120
0 のLEDをレンズの周囲に配列した照明を装着

した.この LED (BSROOW-CN03-DS， PowerFlux 

製)は，太陽光に近い色温度 5400Kの選別品を 24

果実着色度

・10
圏 8-9

図 6-7'
囚 4-5'

口2-3
口0-1

ホルモン処理 振動受粉

図 l 着果処理方法による果実着色度の揃い
桃太郎ヨーク， 5 月 25 日 ~5 月 31 着果処理， 44日後調査.
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図2 着果処理ロボットのイメージ図

図3 着果処理ロボッ ト試作機の外観

個使用し， LED毎に 3.2V，30111A を供給して点灯

した.この条件でカメラから 500111111の位置の照度

を2001xとした.制御用 PC(AeroMini ，eX. C0111puter 

製)は CPUにCore2Duo E4600 2. 4GHzを使用し，

メモリは 1GB搭載し，電源部を改造してバッテリー

駆動に対応した.ロボットの全てのシステムは 24V

のバッテリーで動作できるようにした

(2)噴霧部

噴霧用ノズルは二股の形状で噴霧が交差するよ

うに 15度屈曲した形状をしており ，z軸シリンダ

の先端に配置 した.噴霧時には畝聞の通路側(ロ

ボットのカメラ側)からZ軸シリンダを伸ばし， ノ

ズノレを目標花房に接近させてから噴霧を行う .想定

する花房の距離はカメラから 500111111::1::100111111の範

囲とした.ホルモン剤は機体側面に搭載した 2Lの

薬液タンクから出力 1.2Wの電動ポンプ2台によっ

て送出した.電動ポンプはイーサネットの通信機能

を持つマイコンボードで構成し，制御用 PCから動

作タイミングとl噴霧量を制御した.

(3)ソフトウェア

ソフトウェアは Windows上で動作するものとし

て C++言語を用いて開発 した カメラの制御は
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Microsoftの DirectShow ライブラリを使用 し，撮影

した画像は 24bitのビットマップ画像として処理し

た.噴霧動作のフローチャートを図 4(左)に示す.

最初に高さ 300mm，横幅 600mmの範囲をカメラを

コの字に移動させて走査する この時，花弁を示す

黄色の画素数と座標を記憶する.次に検出した画素

数が多い位置から順にカメラで詳細な撮影を行い，

ステレオ処理用の画像を 1株あたり 6回(ステレオ

処理には 2つの画像が必要なので3回分)撮影する

次に画像処理を行い，花房の座標を計算する.最後

に，検出した花房にノズルの座標を合わせ，Z軸シ

リンダを伸ばして花房にノズ、/レを接近させ薬液を

噴霧する.複数の花房を発見した場合は，発見した

花房全てに対して噴霧を行う.

画像処理の詳細部分のフローチャートは図 4(右)

に示す主な手順は以下のようなものである.ステ

レオ処理用の画像は，カメラの撮影位置を 10mm横

にずらして 2つの画像を撮影する.この 2枚の画像

からステレオ法による距離算出を行う.具体的には

2つの画像の中で同じ色の配列を持つパターンを同

じ物体が写っている箇所とみなし，そのずれを基に，

三角測量の原理に基づいてカメラからの物体まで

の距離を計算する この機能は株を側面から撮影す

ると近くの株と遠方の株が混ざって映り込むため，

処理対象となるの近くの株だけを抽出するのに使

XYシリンダの移動範囲を走査
黄色の画素がある座標を記録

用される.カメラからの距離 700mm以上と判定さ

れたピクセルは処理対象外と見なし消去した.

次に花弁のみを抽出して二値化を行なった後，ラ

ベリングを行い，面積が一定以下のラベルをノイズ

として除去した.次に複数の花房が写り込んでいる

ことを想定して，一定の範囲内に接近した花弁同士

を関連付け， 一つの花房と見なした最後に花弁の

重心を計算し花房の位置と認識する.これらの処理

を実際に行った例を図 5に示す.

5 基礎実験と結果

着果処理ロボットの設計に必要なデータを得る

ための基礎実験を行った.すべての実験に共通して

トマト品種“桃太郎ヨーク"を供試し，ロックウー

ル粒状綿を充填したポットで低段密植栽培した株

聞は 24cmとした.花房の方向は主茎を軸としてロ

ボットのカメラ側を 0
0

，時計回りの方向を正，逆

回りを負とし，茎の背後を 180。 と見なした.着果

ホルモン剤は 4-CPA液剤(トマトトーン， 日産化

学工業製)を 100倍に希釈して使用した.

(1 ) トマト株の特性

一般に，トマトは l段目の花房が出た方向に 2段

目以降の花房も発生するとされているが，実際には

ストレスによる段飛びなどが発生し，必ずしもその

通りにはならない.そこで，低段密植栽培された 100

図 4 噴霧動作のフローチャート(左)，画像処理の詳細(右)
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株を供試して花房の方向のばらつきを調査した.こ

の結果 1段 目花房の方向を基準として::1::45
0

以内

に花房が出る割合は 2段目で 67%，3段目では 61%

であった(図 6).次に，低段密植栽培した開花中の

図5 画像処湿の例

トマ ト花房の地上高を調査 した.花房の地上高は開

花中も主茎の成長により微増しており，調査期間中

の l 段目の平均高さは 44~47cm に ， 2 段 目 は 72~

83cmに，3段目は 104~ 113cl11まで変化した(図7).

l 左画像， 2 右画像， 3 距肉ff画像，4:遠景除去および花房認、殺.

2段目

19% 

3段目

口1段目と同じ方向

閤 左側

園 右側

茎の裏側

図 6 1段目を基準とした時の 2段目 ，3段目花房の出る方向
出典黒崎ら (2012)，一部改訂.
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図7 開花中のトマト花房の地上高の推移
l段目開花 12月3日， 2段目開花 12月 14日， 3段目開花 12月28日.

1段目は平均値を基準にすると ::!::12cm，2段目は±

18cm， 3段目は::!::17cmの範囲でばらついていた. 1 

段目と 2段目は地上高から明確に分離できたが， 2 

段目と 3段目ではばらつきが多くなり，一部の花房

の高さが重複した

(2)最適な着果処理時期

平均着昔数5.7奮の花房を各条件に 5つずつ供試

し， 1花， 2花， 3花開花の時期にハンドスプレーで

4mLのホ/レモン剤を噴霧して着果処理を行い，処理

の2週間後に直径3cm以上に肥大した果実を計数し

た.この花房ごとの平均着果数を示す(図 8).着果

処理時の開花数と着果数の関係は平均値の差は僅

かで、あったが，開花数が少ない状態で処理すると，

図8 着果処理時の開花数と着果数の関係、
各条件 N=5，平均着奮数 5.8，縦パーは
最大・最小着果数

着果数のばらつきが大きくなることがわかった.開

花数よりも着果数が多くなった理由は花弁がまだ

展開していない開花直前の花もホルモン剤に反応

したためと思われる.以上の結果より，安定した着

果数を得るためには3花以上開花した段階で処理す

る必要があることが分かつた.

(3)ホルモン剤の噴霧量と付着量，着果率の関係

花房に対するホルモン剤の噴霧量と付着量の関

係を調査した.実験には 3~4 花開花した株を使用

し，最初にトマト株から切断した花房の質量を計量

した後，接木用クリップで元の株に固定した状態で

ハンドスプレーを用いて噴霧を行い，花房の質量を

再度計量して，その質量差から付着量を測定した.

この結果，噴霧量 4mL未満では噴霧量と付着量に

は正の相聞があったが，噴霧量 4mL以上では付着

量は 0.5mLで飽和した(図 9). 次に， 3花開花中

の花房に無処理から 4mLまで、噴霧量を変えてハン

ドスプレーで着果処理し，平均着果数を測定したと

ころ，噴霧量が少ないと着果数のばらつきが大きく

なることが分かつた(図 10).以上の結果をもとに，

以降の実験でロボットの噴霧量は l花房あたり

4mLとした.

(4)画像処理による花弁の検出

LED光源を用いて温室内で夜間に撮影した画像

から花弁と背景を手作業で分離し，それぞれの領域

の特性を調査した結果，最も特徴のあるパラメータ
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め， 2つのピーク聞に関値を設けて花弁のみを分離

できることが分かつた(図 11). 

(5)画像処理による認識成功率

画像処理による認識成功率を暗室で測定した.ト

マト株の l 段目の 1~4 花が開花中の花房を実験に

使用した. 合計 80個の花房(開花数毎に 20株)

を実験に使用した.それぞれの株の主茎はカメラの

前方 500mmの距離に配置した.それぞれの株を 45

度単位で主茎を中心にして回転させ，それぞれの方

向から 9回撮影した.画像処理完了後，結果は人間

による判定と比較した.認識成功率は方向ごとに平

均して算出した.この結果のうち，距離 500mmで

撮影した 1~4花の花房の認識成功率を図 12 に示す.

開花数 1~3 の認識成功率は 78%から 97%まで増加

した. 3花と 4花の認識成功率は同ーだった.花数

が少ない場合，一部のピクセルがノイズとして処理

されることがあった しかし，実際には 3花以上関

図 9 トマト花房に対するホルモン剤噴霧量と付着量の関係
縦パーは最大・最小値.
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ホノレモン剤の噴霧量と 1花房あたりの平均着
果数

各条件N=5，3花開花時に着果処理，平均着蕃
数 5.7.縦バーは最大・最小着果数.

図 10

は色相であり，花弁は色相 60~80。の領域にピーク

があり，背景は 80~1100 に分布していた.そのた
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夜間に LED光源を用いて撮影したトマト花の花弁と背景の色
相分布

図 11
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と主茎の裏側に移動するにしたがって面積が減少

した.花房の方向が:t135
0 ， 1800

では，花数ごと

の面積の分布に重複が多く，面積に闘値を設けても

正確に花数を計数できなかったが，実際の運用を想

定すると 3花未満と 3花以上を判定する関値が得ら

れれば十分と考えられる さらに条件を単純化し，

花房の方向をカメラ側の土45
0

以内に限定すれば

高精度に判定できる.この条件で試算すると 3花未

満の花房，3花以上の花房を正しく分離できる割合

は 93%で、あった.
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)
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画像処理による花房の認識成功率と花数の関

係

暗室内実験，N=20，縦バーは標準誤差

出典 Kurosakiら (2012)，一部改訂

関 12

温室内でのロボットの動作試験と結果

着果処理ロボットの試作機を用いて温室内で栽

培されたトマト株に対して着果処理を行なった.ト

マト品種，栽培条件は基礎実験と同じものとした.

手作業による着果処理は昼間に，ロボットによる処

理は夜間に行った.実験では 3花以上開花した花房

に対して着果処理を行いこの段階では実験機に自

走能力が無かったため，機体の移動は手動とした

(1) 1-3段目までの噴霧成功率

温室内で各 50 株を供試し，ロボットを用いて 1~

3段目花房に対する着果処理を行い，噴霧の処理精

度を比較した.この実験では，花房の方向は統一せ

ず，処理適期の判定と噴霧の成否判定は目視で確認

した この実験の様子を図 14に示す.この結果，

全ての段を含めた平均噴霧成功率は 87%で、あった，

最も多いエラーの原因は噴ー霧が葉茎に遮られるこ

6 

花した花房を処理することになるため，この結果は

実用には支障がない.次に，処理対象外の遠方の花

を誤認する頻度を調査した.この実験では， 1 ~4 

花が開花中のトマト株をカメラから 1000mm の距

離に設置し，ランダムに株とカメラの位置を変更し，

合計 360回撮影したその結果，遠方の花に対する

誤認率は 1.4%だ、った.

(6)花弁面積と開花数の関係

l花から 5花までの花房を暗室で撮影し，画像処

理によって検出された花弁の面積と開花数の関係

を暗室で測定した.この結果を図 13に示す.検出

された花弁の面積はカメラ側の 0
0

， :t45
0

ではほ

ぼ同じ傾向で，花房の方向が:t900 ，:t 1350 ，1800 

花房の方向

一
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図 13 花弁の面積と開花数の関係

暗室内実験，各条件 N=20.
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図 14 温室内実験の様子

1 :花房探索， 2:ステレオ画像撮影， 3:ノズノレ伸長， 4:噴霧， 5 別の花房へ移動， 6 噴湯

表 1 花房段ごとのl質霧成功率と失敗の原因(単位 。%)

業茎に l質緩 噴霧 目標以外に その他の
噴霧成功

遮られる 位置ずれ 距離ずれ 噴霧 失敗

l段目 88.0 8. 0 

2段目 90.0 4.0 

3段目 84.0 12.0 

1-3段平均 87. 3 8. 0 

出典 :Kurosakiら (2012)，一部改訂.

とで平均 8%の発生率だ、った(表 1).また，走行時

間を含まないロボットの動作時間は l花房あたり

15秒以内であった.

(2) 着果処理試験

温室内にロボット区，手作業区，無処理区を設け，

o. 0 

O. 0 

2. 0 

O. 7 

2.0 0.0 2.0 

2.0 2.0 2.0 

2.0 2.0 0.0 

2.0 1.3 1.3 

各 7株ずつ供試した.ロボット区では花房を 0
0

， 

90
0 

， -90
0 

， 180
0

の4方向に人為的に振り分けて

固定した実験は l段目の花房のみを使用した.着

果率の調査は着果処理から 2週間後とし，直径

30mm以上に肥大した果実を計数した この実験に
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表2 ロボット，手作業，無処理区の
着果率

処理 花房方向 平均着果率

ロボット

ロボット

ロボット

ロボット

。。

900 

900 

1800 

(%) 

94.4 

88.2 

86. 1 

73. 7 

手作業 91. 7 

無処理 22.2 

出典:黒崎ら (2012)，一部改訂

よって得られた平均着果率を表 2に示す.平均着果

率は花房の方向がカメラ側の 0。で 94%で，手作業

の91%と同等であった.次いで-90
0

で 88%，90
0 

で86%を示した.花房が主茎の背後となる 180
0

で

は 74%と低下した.無処理区の着果率は 22%と顕

著に低く着果処理の効果は明らかだ、った.

7.総合考察

(1) トマト株の特性とぱらつき

最適な着果処理時期は3花以上が開花した時期で

あり，ホノレモン剤の付着量が少ないと着果が不安定

になるため， 1花房あたり 0.5mL付着させる必要が

ある.この付着量を得るのに必要な噴霧量は 4mL

であるが，これ以上噴霧しでも効果は変わらない.

トマトの花房の地上高はl段目花房が最もばらつき

が少なく， 2段目以降はばらつきが拡大する.花房

の方向では， 1段目と同じ方向に花房が発生する割

合は 2段目， 3段目と徐々に減少する傾向がある.

これは， 1段目が環境が均一な育苗期間中に形成さ

れる(斎藤・伊東 1962)のに対して， 2段目以降は

定植後に形成されるため，定植時のストレスや園場

環境のばらつきの影響を受けて段が進むごとに均

一性を保てなくなるものと思われる.

(2)ロボットの動作精度

カメラで撮影した画像から色相に闘値を設けて

画像処理を行うことで開花中の花を発見できる.花

房の認識率は開花数が多いほど上昇し，処理適期と

なる 3花以上の開花数では 97見の花房を発見できる.

また，処理対象外の遠方の花房を誤認する割合は

1. 4%と低く，画像処理については十分に高い精度を

持っと考えられる.さらに，花房がカメラ側に露出

している場合に限定すれば花弁面積から花数を計

数できる.開発したロボットは平均 87%の成功率で

噴霧が可能で，設計上は3段目花房まで処理できる.

ただし，カメラ側に花房が露出している場合は手作

業と同等の 90%以上の着果率が得られるが，主茎の

裏側の花房に対しては着果率が約 20%低下する.主

茎の裏側では，噴霧が葉茎に遮られてホノレモン剤の

付着量が減少している可能性がある.以上の結果よ

り，実用的にロボットを使用する場合は開花前の誘

引作業時に株を回転させて人為的に花房を通路側

(カメラ側)に露出させることで高い処理精度を得

ることができると考えられた.これは，若干の作業

増を招くが，自動収穫を行うことを想定した場合，

果実が通路側に露出していれば収穫機構を単純化

できるというメリットが生じるため，収穫機のコス

トダウンに役立つ.ただし， 3段目まで処理した場

合， 1段目と同ーの方向に 2段目以降も多く花房が

発生する傾向があるものの，徐々にばらつきが増加

するため， 1段目を通路側(カメラ側)に露出させ

た場合でも 2段目以降，処理精度が徐々に低下する

ことが懸念される.

8 今後の展開

まず，本報の段階で未実装である自走機能を付加

する必要がある.これは通路を直進する機能の他に，

ほ場内での機体の位置や処理した株の個体情報な

ども把握できるようにする必要があるが，工場の生

産ラインで使用されている自律走行車両をベース

として構築する予定である.また，着果処理の際に

処理適期である 3花開花期を検出する必要があるが，

これも花弁面積から判定できることが分かつたの

で技術的には実装可能である.花房の方向を統一す

る方法については技術的な難度の高い2段目以降の

処理は避けてしまうとし寸考え方もある.

本研究の目的の一つは，栽培システムをロボット

に適合させてロボットの機構を単純化することで

あり，過剰にロボットを複雑化するよりも，栽培シ

ステムを単純化して対応するほうが合理的である

と思われる.低段密植栽培には l段果房のみの収穫

で栽培を終了する一段栽培と呼ばれる方法が存在

し，この方式を採用すれば2段目以降の作業は無視

することができ，着果処理，収穫ともに技術的な

ハードルが下がるため自動化は容易になる.一段栽

培には既に商業的な利用実績もあるため，有効な解

決策になると思われる(赤松 2005).
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