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要 旨

　高齢化と人手不足が進む中で,農作業の省力化と生産性の向上に関する技術が求められている. この回答の一つとして
除草ロボットが提案されている. 本稿では, 特に水田用除草ロボットの制御アルゴリズムに着目し, 新しい稲列へ正確に
旋回 ·進入する為の制御手法について報告する.

1 はじめに
近年の日本は,農業分野に於いても高齢化と人手不足が

急激に進んでおり,農作業の省力化と生産性の向上に関す
る技術が必要不可欠である. その為, 農業分野に対するロ
ボットの導入が積極的に進められている. 農業用ロボッ
トは大別すると, トラクタに代表される車両型ロボット
[1, 2],人の手同様の動きを行うマニピュレータ型ロボット
[3], 搾乳作業を行う施設型ロボット, 人の動きを補助する
パワーアシスト [4] 等がある. 我々は, その中でも特に車
両型ロボットを基礎とした除草ロボットに関する研究を
行っている [5, 6, 7, 8]. 一概に除草ロボットと述べてもそ
の範囲は広大かつ複雑であり, 水田内や畦畔の除草, 中山
間地の法面の草刈等,目的に応じた作業環境も多種多様で
ある.

2 対象とする範囲とその問題点
本グループが開発する除草ロボットの概念を Fig. 1 に

示す. これらの要素技術としては, 多様な作業環境に適し
た優れた走行性能を有する走行部,雑草を除去する除草部,
自律走行を行う為のセンサシステムと制御アルゴリズム,
遠隔地の作業者に作業状況を知らせる ICT 技術が挙げら
れる. 本稿では, 特に自律走行を行う為の走行アルゴリズ
ムに着目する. 除草ロボットの自律走行を可能にするには,
障害物を回避しながら除草を行わなければならない. しか
し, 作業環境は非整備環境下である為, 機械学習の枠組み
を用いた障害物の検出と認識手法を活用する形で,障害物
を回避する柔軟な行動アルゴリズムの開発が必要不可欠
である [5].
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Figure 1 A Covered Area the Weeding Robot Systems
Followed.

　更には,ロボットが走行する路面は非整備環境下である
為, モータの回転数と速度が一致しない. この点より, 回
転数のみから速度を推定する事,方位を推定する事は大き
な困難を伴う. 特に畔付近等作業区域外との境界付近でロ
ボットが活動する場合,旋回行動が正常に行われないと区
域外へ逸脱する可能性があり,最悪の場合管理下より離脱
する事や, ロボット自体が破損する可能性が考えられる.
また, 非接触センサであっても, 外界の天候状況によって

はセンサから得られる情報に想定外の情報が混じる事が
ある. この場合, 設計者が意図しない行動を選択して動作
する可能性があり, 生産性の観点, および安全性の観点か
らも好ましくない事象が生じかねない.

3 提案手法
これまでに本グループでは, Fig. 2に示したクローラを
用い,

(1) 水田を構成する水面と畔斜面の境界部分を,単眼カメ
ラと Prewittフィルタを組み合わせて認識する [9]

(2) P制御を用いて稲列に於ける直進走行の安定性を向上
させる [10]

事によって,「初めの稲列を抜ける」までの自律的走行ア
ルゴリズムを提案,検証してきた.

Figure 2 A Crawler-typed Prototyped Robot[5, 7].

　本稿に於いては, この手法をさらに拡張し, 次の様に新
たな稲列へ正確に旋回 · 進入出来るアルゴリズムを構築
する.

(1) 撮影画像に対し,両端にあるべきオブジェクトの模様
を深層学習によって認識 ·推定し, 撮影時の中心点を
基に折り畳み差分を求める.

(2) 写り込んだ物体を深層学習によって認識し,稲でない
草と判定された場合に限り,稲列への進入を試みる.

(3) 折り畳んだ差分がゼロに近ければ稲苗列に正確に移
動出来る事になるので,その結果を基に移動する.

(4) 差分が一定以上であれば正確な移動が出来なかった
と見做し,再度ランダムに旋回動作を試みる. 手順 (1)
へ戻る.

4 検証実験
ここではダミーの草を例に取り,アルゴリズムとして動
作する事を検証する為, Fig. 2 に示したクローラを用い
て実験した. 実際に撮影と走行を繰り返し, その様子を観
察した. この時の走行記録を Fig. 3 に示す. 本検証実験
に於いて,クローラはダミーの草を踏み倒す事が出来ない
為,撮影画像の両端に草が在る事を移動ルールとしている.



Figure 3 A Behaviour of Sptin-turning of the Crawler in the Experimental Environment.

Figure 3の様に,一定時間直進走行した後に走行方向から
向かって左方向へ超信地旋回し,その後新たな列へ進入し
た事が確認された. 結果的には目的としている挙動を得ら
れたので,次の稲苗列まで正確に移行する動作が実現出来
たものと考える.
　一方で実用性を考えた場合,旋回成功率は 8割程度であ
る. この原因としては以下の点が挙げられる:

(1) Prewitt フィルタを用いた距離測定に於いて「手前の
模様を境界と認識した」

(2) 深層学習を適用した時点で「撮影時に映り込んだ別の
物体を認識し,草を認識出来なかった」

　前者は,境界と認識する特徴点の抽出について条件付け
を改めた上でデバッグを行う事で解決出来るものと考え
る. また後者については, 撮影フレーム内に写り込んだ物
体の全てから草に関係するものだけを抽出する事によっ
て,稲列にダメージを与えない形で旋回を実施出来るもの
と考える.

5 おわりに
本稿では,非整備環境下で動作するロボットが自律的に

行動しながら自身で活動範囲のマップを生成し,これによ
り行動戦略を自律的に生成する方法について検討した. こ
の作業計画問題の一環として Fig. 2 に示す小型カメラを
搭載したクローラが,作業区域終端を認識した地点で 9時
方向へ超信地旋回し,その後再度直進,旋回,新たな稲列へ
進入する一連の自律走行アルゴリズムを構築 · 実装した.
検証実験の結果, Fig. 3の様に背景の壁を終端と認識して
超信地旋回し,さらに新たな稲列へ旋回した後進入するす
る挙動が確認され,提案手法の有効性が確認された.
　今後は, 実際に草刈や除草の状況を想定し, これら草に
関する対象物を学習させる予定である. しかし, 雑草や水
面が風や日光等の影響を受け見かけの形状が変化する可
能性がある. この点を踏まえ, 撮影タイミングや撮影回数
といった点や,画像鮮明化の実現とその有用性評価が今後
の検討課題である.
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