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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. 本講演では, 作業区域の境界を画像認識技術を用い判定, 更に旋回し作業区域内で柔軟
に作業を継続する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] などがある. 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など,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図 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. 本報告では, 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, 障害物の検出
と認識を活用する事で,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.

図 1 開発するシステムが対象とする範囲

　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事もあり,回転数の
みから速度を推定する事,方位を推定する事は困難である.
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,最悪の場合管理下から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
しない行動を決定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
前項にて挙げた問題点を解決する為,本研究にて試作し
たクローラ型ロボットを図 2 に示す. このロボットには
GPSモジュール, 超音波センサ, カメラモジュールが搭載
されており, 走行時に前方の障害物の有無を監視する. も
し超音波センサによって前方に障害物を検知した場合,一
旦停止した上で前方をカメラで撮影,深層学習により物体
を識別する. この時人の足や木など, 人間への危害が考え
られる場合やロボット本体が転倒或いは損傷する可能性
がある物体を検知した場合, その位置を GPS により記録
すると共に速やかに後退する. 一定時間経過後にその地点
へ近接した場合減速走行する. ここで物体が検知されなけ
れば,その位置を削除し通常走行を再開する [5, 7].

図 2 対象となるクローラ型ロボット [5, 7]
　このロボットシステムが搭載するカメラモジュール,お
よび Raspberry Pi に搭載したソフトウェア群を用いる事
により, 上記機能に加えて, 本研究では以下の項目を達成
すべく,その実用性の検証を実施する.

1. カメラモジュールによって撮影した画像に対する,作
業境界域の切り分け

2. 深層学習を用いた領域の判別
3. 判別結果からの超信地旋回による作業の継続能力の
可否

ここで, 1. については Prewitt フィルタ (式 1) を用いて
エッジ検出を行い,その結果から境界線となり得る領域を
切りぬく事とした (図 4). また, 2., 3. については, 事前実
験 [5, 7]に基づく旋回アルゴリズムを適用する事で,その
機能を実現している.
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　このフィルタ処理を行う事により, 撮影画像に対する
走行路面と畦等の斜面を判別出来る. 更に, エッジ処理に
よって得られた境界線が撮影画像のどの部分に存在する
かを特定する事によって, 斜面とロボットの距離, 走行路
面終端までの距離が特定出来,撮影画像より旋回地点を決
定し旋回行動が取られる様になる.



図 3 壁際での旋回行動

(a) 原画像
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(c) エッジ領域の特定

(b) Prewitt フィルタによるエッジ検出

(d) (a)の切り抜き結果

図 4 Prewittフィルタを用いた画像の切り抜き

4 検証実験
4.1 水田を模した画像に対する実験
提案手法の有用性を確認する為に,水田の画像を例に取

る. 画像から走行路面と終端の壁を判別し切り分ける事が
可能かを検証する. 実際に撮影画像に対し提案手法を適用
した結果を,図 5に示す. この様に,走行路面の水面と壁を
判別出来ている事が確認された.
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図 5 水田の画像に対する実験結果
4.2 壁際を判定し旋回する実験
ここでは壁を例に取り,ロボットが直角に旋回する事が

可能かを検証する. 実際に撮影と走行を繰り返させ, その
様子を観察した. この時の走行記録を図 3に示す. この様

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,その後また一定時間直進した事が確認
された. また, 図 5 と異なる画像に於いても切り分けが出
来ている事から,周囲の環境による色彩の変化にもロバス
トである事が確認出来た.

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. その前段階
として,図 2に示す小型カメラを搭載したクローラが画像
処理と認識によって任意の位置で超信地旋回するアルゴ
リズムの検討を行った. 評価実験では, 一定時間直進した
後,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, その後再度直進する旋回アルゴリズムを実装した. 検
証実験の結果,図 3の様に壁を終端と認識して超信地旋回
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
面等が風などの影響を受け揺れる場合があり,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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