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 This paper presents development of the robot which is able to harvest tomatoes. To harvest the farm products such 

as tomatoes is performed by farmers. So many farmers have problem that much cost and time are spent. Therefore, to 
solve this problem, we developed the robot that performs tomato harvesting. We made the robot which can harvest 
the tomato on the rails last year. So, we will make it possible to run in rough terrain. We designed the base part of the 
robot by considering the inclination of the vehicle body when the robot goes up the stair and impact which the robot 
will receive when the robot goes down the stair. In addition, our laboratory took part in a tomato harvesting robot 
competition held in Kyushu Institute of Technology in December 2017. 
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1.   緒言 

農業従事者の減少や高齢化，また後継者不足が問題となっ

ている．その問題の解決と農作物収穫時の作業効率の向上を

目的として，農作業用ロボットの開発が企業や研究機関で進

められている[1]．北九州学術研究都市では，農作物収穫ロボ
ットの開発促進の一環として，トマト収穫ロボットを対象と

したトマトロボット競技会[2]が開催されている．競技会では，
響灘菜園株式会社（北九州市若松区）のトマト農園での収穫

を想定し，レール上での動作および自律動作を行う台車部，

トマト収穫を行うアーム部，新鮮なトマトを判別して収穫す

るための視覚部を搭載したロボットをトマト収穫ロボットと

して位置づけている．トマト収穫ロボット競技会の趣旨とし

て「新鮮なトマトの収穫」を位置づけており，図 1 に示すフ
ィールド内において，トマトを収穫し，新鮮なトマトの個数

で競う．制限時間は 10分となっており，ロボットの基本仕様
は幅 800[mm]，長さ 800[mm]，推奨仕様は最大質量 50[kg]，モ
ータ電力 80[W]となっている． 
本研究では，トマトを収穫するためのロボットを開発する．

競技会では，トマト収穫ロボットの走行コースとしてポリ塩

化ビニル製の管で構成されたレールコースと，トマト収穫地

点まで一切の障害のないフリースタイルコースが存在する．

本研究では，このレールコースとフリースタイルコースの双

方において走行可能となるよう，モータ駆動の 2 輪の溝付車
輪と，4輪の補助輪を搭載する．また，フリースタイルコース
に，1[cm]の段差があるため,リンク機構，サスペンションを用
いた移動機構を製作する． 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Fig.1 Field of Tomato Robot Competition [2]	 

  

２. 移動機構の開発 
図 2に移動機構の駆動用 DCモータを示す．DCモータには
ツカサ電工株式会社製の TG-78A-JM-50-HA を 2 個使用した．
定格トルクは 3920[N·m]である．このモータは，制御運転も容
易な 12スロット構成で，大負荷に耐え，初段ギアは騒音対策
のヘリカルギアを採用した JM ギアとの組み合わせが可能で

ある．  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 DC motor 
  
駆動用歯車と被駆動用歯車が確実に噛み合うように，DCモ
ータと駆動輪の固定板の製作を行う．駆動輪が重みの変形を

抑止するため，6mmのアルミ板を用いた．図 3に組立てたモ
ータと歯車を示す．モータ軸と歯車にはキー溝を製作してい

る．本駆動部は，ロボットの左右に２つ設置する． 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Fig.3 Motor and gear 
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図 4に被駆動輪のオムニホイールを示す．ロボットの左右
に 2つ設置している．競技会でのレール走行とフリースタイ
ル走行の両方に対応させている．フリースタイル走行では，

段差での走行ができるよう平行リンクを使ったサスペンショ

ンを備えている．図 5に開発したトマト収穫ロボットを示す．
駆動輪と被駆動輪の移動機構の上に，収穫用の採収鋏をさせ

る機構を備えている．鋏先端が XYZの 3軸で移動できる．	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
Fig.4 Omni wheel 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Fig.5 Developed robot with four wheels	 
	 

３. 無線遠隔操作 
コントローラを用いて移動機構のモータを無線遠隔操作す

る．Bluetoothドングルは Buffalo BSBT4D09BK，マイコンは
Arduino Mega 2560，コントローラには PS4®用ワイヤレスコン
トローラの DUALSHOCK®4を使用した．Bluetoothドングル
と Arduinoの接続には USB Hostshield 2.0を使用した．USB 
Hostshield 2.0とは USB機能を Arduinoボードに搭載すること
が可能となっており，キーボードやマウスなどの HIDを接続
しての読み取り，Wiiや PS3/PS4等のコントローラの状態を読
み取ることが可能である．また，Arduino Mega 2560とは
ATmega1280を搭載しているマイクロコントローラボードで
ある．Arduino UnoではUSB Hostshield 2.0とDCモータのPWM
出力ピンが重複するため，Arduino Mega 2560を使用し，使用
可能なピンを増やした．製作したモータ駆動回路と Arduino 
Mega 2560，USB Hostshield 2.0，Bluetoothドングルと接続した
ものを図 3に示す． 
プログラムは Arduino IDEを用いて作成した． PWM出力ピ
ンには 2~4を使用した．シリアル通信のデータ転送レートは
115200bpsに設定する． 
コントローラのボタンの割り振りは図 5のように設定し，
対応表を表 1に示す． 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 

Fig.4 Arduino and motor driving circuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5	 Controller 
 

Table1 Button for operation	  
Button Action 
① Foward 
② Reverse 
③ Stop 

 
 

４. 結言 
トマト収穫ロボットの移動機構を開発し，トマトロボット

競技会に出場した． 
(1)	 モータ駆動軸と車輪側の被駆動用歯車の固定板の強度
向上と，モータ軸のキー溝の製作によるトルク伝達向上，ま

た台車の軽量化をすることで，開発した移動機構は，レール

上で台車を動作させることができた． 
(2) モータ駆動回路の製作とマイコンの利用によって，移動
機構を無線での遠隔操作とした．移動機構の操作性を向上さ

せた． 

 
参考文献 

 
[1]   太田智彦，園芸生産のための対象物形態に応じた管理・収穫作業

ロボット化技術の研究開発，三重大学大学院生物資源学研究科博
士論文，2012，pp，1 

[2]   国立大学法人 九州工業大学 社会ロボット具現化センター，「第
4回トマトロボット競技会」， 
http://www.lsse.kyutech.ac.jp/~sociorobo/ja/tomato-robot2017 

 

③ 

① 

② 

No. 18-2 Proceedings of the 2018 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Kitakyushu, Japan, June 2-5, 2018

1P1-B02(2)


