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第1章 序論 

1.1 研究の背景 

1.1.1 日本農業の問題と目指すべき姿 

1.1.1.1 先進国の食料自給率 

日本は農業後進国である。日本の食料自給率は 1965年度に供給熱量ベースで 73%，

生産額ベースで 86%であったが高度経済成長を経て急速に文明化が進み，2018 年度

ではそれぞれ 37%，66%と急落した [1]。この傾向は先進国に共通なのだろうか。農

林水産省が公開している諸外国の食料自給率等をもとに先進国の食料自給率（供給熱

量ベース；以下同じ）の表を作成した（表 1） [2]。アメリカ，カナダ，フランス，

オーストラリアは 1965 年の時点で食料自給率 100%を超える輸出国であり，2017 年

でもその傾向は変わらず，むしろ自給率は上昇している。スイス，オランダはここ 50

年間で大きな変動はなく，それぞれ約 50%，約 70%を維持している。スペインとスウ

ェーデンは 1965 年には 90%を越えており，豊かな農業生産を行っていた。ここ 50 年

間で緩やかに減少したもののおよそ 80%を維持している。興味深いのはドイツとイギ

リスである。両国ともに 1965 年当時，日本よりも食料自給率が低かったのにも関わ

らず（ドイツ：66%，イギリス：45%），2017 年にはそれぞれ 95%，68%と増加してい

る。一方で，イタリアと日本は右肩下がりに下降を続け，イタリアは 88%から 59%へ，

日本は先述のとおり先進国で最低水準にまで下落した。日本はこの 50 年間で農業後
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進国となった。 

 

表 1 先進国の食料自給率 [%]（供給熱量ベース）の推移 

 
1965 2017 

USA 117 131 

Canada 152 255 

France 109 130 

Australia 199 233 

Switzerland 48 52 

Netherlands 69 70 

Spain 96 83 

Sweden 90 78 

Germany 66 95 

UK 45 68 

Italy 88 59 

Japan 73 38 

 

1.1.1.2 ドイツ・イタリアにおける農業の推移 

ここで，ドイツ，イタリアに焦点を当てて議論を進めてみる。この 2 国は日本と同

じく敗戦国であり 1950 年代時点で国力が同じであったこと以外にも，人口や土地面

積，天候が近しいことや自動車工業国という共通点があり比較・検討するに相応しい。

日本，イタリア，ドイツの主要指標を表 2 に示す。 
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表 2 日本，イタリア，ドイツの主要指標（Wikipedia より） 

 
Japan Italy Germany 

Population [million] 126 61 83 
Land area [thousand km2] 378 303 358 

Latitude [deg] 20 – 46 37 – 47 47 – 55 
GDP (MER) [billion $] 4,911 1,848 3,780 

 

ドイツの農業は発展した。3 国の中で唯一食料自給率が増加したドイツは，この 50

年間で穀物自給率が 65%から 112%と大幅に上昇した。この背景には農地集約と機械

化が挙げられる。ドイツの土地面積は日本の 5 分の 3 と狭い上に，条件不利地域1の

割合は全農地面積の 50%もある [3]。日本の全農地面積における中山間地域の割合は

40%ほどであるため，日本よりも農地の環境は悪いといえる。もちろん，日本の中山

間地域とヨーロッパ連合（EU）の条件不利地域が土地特性として厳密に同等とは言え

ないが，イギリスの条件不利地域政策を日本の中山間地域政策と比較した研究もある

ため，ここでは同様に考える [4]。そのような環境の中で特に南ドイツでは圃場の集

約化を進めることで，平均圃場面積を 1 ha 強から 5 ha 以上にまで拡大した [5]。さら

にはドイツをはじめとして EU 諸国ではコントラクターと呼ばれる請負組織が発達し

ている [6]。これは農業の分業化を支える根幹組織であり，特定の作業を特定のコン

トラクターが請け負うことで，個人が高価な大型機械を持つことなく圧倒的な作業効

 

1 EU の定める農地の定義であり，山岳地域や生産性が低い地域を指す。EU では条件不利地域面積に

応じて補助金がもらえる。 
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率を享受できる。EU におけるコントラクター組織は，例えばイギリスでは国内の農

業機械系で有名な雑誌である Profi の巻末にコントラクターの価格が一覧で載るほど

一般に普及している。以上の施策によりドイツでは日本よりも農地条件が厳しいにも

関わらず，この 50 年間で穀物を中心に食料自給率を高めた。 

イタリアは野菜・果実の生産量を伸ばしている。日本と同じく食料自給率が減少傾

向にあるイタリアは供給熱量ベースだと先述のとおり下落を続けているが，生産額ベ

ースで見ると，2009 年に 80%であったのに対して 2017 年には 82%と増加傾向にある 

[7], [8]。イタリアは EU の中でも小規模零細経営が多く日本と酷似しているのにも関

わらず農業生産が向上した要因は，野菜・果実栽培の強化と有機栽培によるブランド

化にある。イタリアは 2009 年から 2019 年にかけて，タマネギ，ニンニク，カボチャ

などの野菜やスイカ，プラムなどの果実の生産量が増加した [9]。イタリアで有名な

トマトとブドウに関してはこの 10 年間で生産量は減少傾向にあるものの，トマトの

生産量は世界 6 位，EU1 位，ブドウの生産量は世界 2 位，EU1 位を保っている（2019

年）。この結果，野菜と果実の食料自給率はそれぞれ 148%，108%と国内消費量を上回

っており，EU 屈指の農業国となっている（2017 年） [2]。この背景には野菜・果樹用

の農業機械の発達がある。イタリアは日本と同じく工業国であり中小企業が国内各地

に広がっているため，地域特有の農産物に対する専用農業機械が多く作られた [10]。

イタリアの農業機械産業の中枢を担うイタリア農業機械工業会（UNACOMA）に加盟

する組織は中小企業を含めて 2021 年現在で 317 あり，これは日本農業機械工業会
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（JAMMA）の会員数 66（賛助会員を含む）に比べて 4 倍以上である [11], [12]。イタ

リアの人口は日本の約半分であることを考えると相当な規模であることが想像でき

る。さらに，UNACOMA が開催する国際農業機械展である EIMA は世界有数の規模

を誇る国際見本市としての地位を築いている。このような地域に根付いた農工業の連

携により，野菜・果樹生産を推し進め農業を活発化させている。一方で，イタリアで

は有機栽培によるブランド化が盛んである。国際有機農業運動連盟（IFOAM）による

と 2018 年のイタリアにおける有機栽培農地率は 15.8%であり，これは世界の中でも

トップレベルである [13]。背景には EU の有機農業推進があったようであるが，ブラ

ンド化による付加価値の向上以外にも，風土を活かした在来種の保存やグリーンツー

リズムの促進など複合価値が大きく，農業を中心とした地域の発展が行われている 

[14]。こうした機械の発展や有機農業の促進により野菜・果実の生産額は増加し，イ

タリアの農業は活性化した。 

 

1.1.1.3 日本農業の進むべき姿 

日本農業はコムギ，ダイズ，果実の生産を向上させる必要があり，そのためには ICT・

ロボット技術を用いた分散圃場の有効利用と若年層の引き込みが鍵となる。 

2020 年度におけるコムギ，ダイズ，果実の食料自給率（供給熱量ベース）はそれぞ

れ 17%，22%，32%と低い（表 3）。日本人の食生活の変化によって，1955 年度に約

360 万トンであったコムギの消費量は 1990 年代に約 630 万トンにまで増加し，生産



- 6 - 

 

量が追い付かずに自給率が低迷したと言われている [15]。ダイズは戦前に 50 万トン

を超える収穫量を誇っていたが，1955 年から 1960 年代にアメリカ合衆国（US）から

の大量輸入開始により 10 万トン台に急減し，現在もその流れを引いているとされる 

[16]。日本の果実生産は近年減少傾向にある。表 4 の 2020 年において栽培面積が 1

万 ha を超える果樹類では 2011 年から 2020 年にかけて例外なく栽培面積が減少して

いる（図 1） [17]。この原因は農林水産省によると高齢化による労働力不足に伴う廃

園があったためとされている。さて，この 3 品目の自給率を低迷させ続けていいのだ

ろうか。コムギはもはや日本人の主食の一つとなっており必須の作物である。ダイズ

は豆腐，納豆，味噌，醤油などと日本食のアイデンティティともいえる食品の原料で

ある。果実は国内の需要を見ると近年横ばいからやや減少傾向にあるものの，2008 年

から 2017 年にかけてぶどうやもも，かきを中心に輸出額が急増しており隣国からの

ニーズは高まっている [18], [19]。2020 年の COVID-19 流行により世界の物流が滞り

内需が増えていることや，エネルギー効率の観点を考慮すると食料生産は自国および

隣国で賄うことが望ましい。この 3 品目の生産量を伸ばすことは日本の食料安全およ

び持続可能な社会を実現する上で非常に重要である。 
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表 3 2020 年度における日本の主要作物の食料自給率（供給熱量ベース） 

 

表 4 栽培面積 1 万 ha を超える主要果樹の区分と栽培面積 

 

 

 

図 1 2011 年と 2020 年の主要果樹の栽培面積の比較 
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では，どのような手段で生産力をあげるべきだろうか。革新的な解決策の一つに

ICT・ロボット技術を使用した分散農地の生産性向上が挙げられる。日本でも欧米に

倣ってコントラクターを普及させる動きはあるが 1997 年の報告では農地の集約化が

進んでおらず移動コストが大きすぎる，作業時期が集中しすぎているなどの問題点が

浮上している [6]。小林（2012）は播種の可否は作業直前に経験的に決められており

現状の栽培体系ではコンストラクタ―が請け負うのは困難であるとし，新たな不耕起

栽培の体系を提唱している [20]。こうした問題点からコントラクターの普及は進んで

いない。また，コントラクターの活用や大型機械の導入など様々な側面から農地集約

は重要なポイントであるため，農林水産省は農地中間管理機構（農地バンク）を設け

集積化を積極的に進めている [21]。しかし，都府県では高齢化等による零細農家の経

営縮小と受入農家の体制に地域格差があるため集約が容易ではない。また，日本の総

土地面積の 7 割を占め農地面積および農業産出額の 4 割を占める中山間地域では，傾

斜地が多く集積化が難しいとされる [22]。こうした地域ではいまだに零細農家の耕地

面積が 5 ha 以上層を上回っており，農地集約の厳しい現状が見て取れる [23]。この

ような現実を踏まえると，分散圃場で生産性の高い農業を行うといったアプローチが

大切となる。大型トラクタの使用に代わる小型ロボットトラクタの複数台協調に関す

る研究や，圃場巡回の最適化に関する研究，農業機械の遠隔監視に関する研究などは，

分散圃場における労働コストや移動コストを削減し，生産性を高める基盤研究となる 

[24]–[26]。このように ICT・ロボット技術を活用した農業はスマート農業と呼ばれて
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おり，単にコスト削減に繋がるだけでなく，最先端の技術に敏感な若年層を農業に引

き込むことができるという点で，高齢化が著しい日本農業に活力を与えることができ

る。ドイツやイタリアと比較しても全人口に対する 65 歳以上の割合は 2010 年の時点

でドイツ 20.3%，イタリア 20.2%，日本 22.2%と大差ないが，農業従事者の高齢化率

はドイツ 6.5%（2013 年），イタリア 39.7%（2013 年）に対して，日本 64.8%（2015 年）

と，日本の農業従事者は超高齢化している[27]–[29]。単純な労働力の補完だけでなく

若者に農業を魅力的に感じさせるための技術開発が必要である。以上のように ICT・

ロボット技術を使用し，分散農地の生産性向上と若年層の引き込みを達成することで，

コムギ・ダイズ・果樹の生産量を向上させていくことが日本農業の進むべき道である。 

 

1.1.2 持続可能な開発の流れ 

再生可能エネルギーの使用と化石燃料を使わない電気自動車（EV），ハイブリッド

車（HEV）の開発が世界的に注目を浴びている。それに伴い，廃車となった EV・HEV

のパワートレインを再利用する環境の整備が検討されている。 

2015 年の国連サミットで持続可能な開発目標，通称 SDGｓが採択された。これは

国連加盟国が掲げた 2030 年までの達成目標であり，貧困や飢餓，健康，教育などの

途上国を支援する内容から，産業や街づくりなど先進国を対象とする目標まで 17 種

類が定められている [30]。その中の一つに持続可能かつ近代的なエネルギーを使用す

ると明言されており，再生可能エネルギーを使用した機械の需要が高まっている。
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1997 年に世界初の HEV であるトヨタ・プリウスが発売されて以来，HEV や EV など

のモータを使用した自動車が急速にシェアを伸ばした。2018 年の HEV の国内販売台

数は 140 万台を超えており，これはその年の乗用車の国内販売台数のおよそ 50%にあ

たる [31], [32]。また，2020 年 12 月 1 日開催の第 5 回成長戦略会議で取り上げられた

グリーン成長戦略の実行計画の一つに，自動車は電動化を推進するとあり，今後も

HV・EV の生産が拡大すると見られる [33]。 

一方で，生産の拡大に比例して廃棄自動車の量は増加する。環境省の文献によると，

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）により，廃棄自動車

は①フロン類の回収，②エンジン等有用部品の回収，③有用金属の回収という段階を

経て廃棄されており，現状において全体のリサイクル率は 99%と高い [34]。しかし，

今後 HEV や EV の販売台数増加に伴い廃棄電池が急増することを考慮して，車載用

電池リユースに関しての環境整備が検討されている [35]。 

 

1.1.3 農業機械の電動化 

 電動トラクタ，ハイブリッドトラクタの開発が進められているものの，航続可能時

間を考慮すると現段階では温室か果樹園での使用が現実的である。 

 欧州では 2016 年に European Stage V Non-Road Emission Standards (通称：StageV)と

呼ばれるオフロード車に対する排出規制の取り決めが採択された。これは主にディー

ゼルエンジンが排出する粒子状物質（PM）の排出制限を強化する取り決めであり，
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19kW から 560kW のディーゼルエンジンを有する農業機械，建設機械，鉄道，船など

に適用される。こうした排出規制に伴い，排気ガスを出さない電動農業機械の開発を

推し進める傾向が強くなっている。 

 世界最大手の農業機械メーカーであるジョンディアを筆頭に大型の電動トラクタ

を開発する動きが見られる [36]。ジョンディアによると，電動トラクタは内燃機関と

比較して部品数が少なくメンテナンス性に優れるため，今後のトラクタ市場に参入す

る可能性は十分高いと見られる [37]。しかしながら，現在はバッテリー性能がボトル

ネックとなっており，電動トラクタは内燃機関トラクタよりも航続可能時間が圧倒的

に短く，作業効率が低いことが最大の短所である。充電を考慮しなくて済むように電

力供給を有線で行う電動トラクタの開発も行われている [38]。車両駆動系を電動化す

ることは難しいと考え，PTO など一部を電動に置き換えたハイブリッドトラクタを目

指す動きもある。2014 年に EU で行われた Robot Fleets for Highly Effective Agriculture 

and Forestry Management (RHEA)プロジェクトでは無人運転を行う内燃機関トラクタ

を改造し，燃料電池と太陽光電池を装備することで，約 50%の排出削減が可能となっ

たと報告されている [39]。こうした電動化の動きを受けて，ポーランドの研究者らが

電動トラクタの市場調査を行っている [40]。彼らが行ったアンケート調査によると，

現状の電動トラクタは，作業中に充電を行わないシステムにしない限り既存のディー

ゼルトラクタと競争することは難しく，比較的面積の小さい温室か果樹園での使用に

限られると結論付けている。農業機械の電動化は開発段階ではあるものの，今後，温
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室や果樹園を中心に実証試験が進められる可能性は高い。 

 

1.1.4 農業のデータ化 

圃場情報をデータベース化することで精密農業を行うことが可能となり，将来的に

は農業ロボットの知能化による無人農場を作り上げることも可能となる。 

1990 年代から作物や土壌の情報を取得して農業に活かすという動きが強くなり，

1996 年には“精密農業（Precision Agriculture）”という言葉が生まれた [41]。精密農業

では情報技術を駆使して作物生産に関わるデータを取得・解析し，複雑に絡み合う要

因を科学的に理解することで営農の意思決定を支援することを目的としている。具体

的にいえば，圃場内の“ばらつき”を把握し，可変作業技術を用いることで，最小の投

入量で最大の収量・品質を得る農業である。このため，精密農業では作物情報と位置

情報を結び付けた圃場マッピング技術が重要な役割を果たす。環境負荷の軽減，地力

維持，良質農産物の生産，生産性の向上などを目指した意思決定をする上で，圃場ご

との作物・土壌の情報蓄積が大きな判断材料となる。さらには，圃場内でばらつきに

応じた可変施肥や可変防除などを行う際には，正確な位置情報と圃場情報が結びつい

ていることが前提となる。これは澁澤（2006）によると「情報付きほ場」と呼ばれて

おり，圃場の情報や作業記録などを蓄積してデータベース化することで，最適な作業

サイクルの立案や地域住民への説明責任を果たすこともできるとされる [41]。 

近年，自動運転を行うロボットトラクタやロボット田植え機の開発により，2018 年
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に国内農機メーカーから自動操舵可能な農業ロボットが市販化された [42]。自動運転

により，大幅な労働コストの削減に加えて，「情報付きほ場」内では自律的に可変作業

を行うことが可能となる。澁澤（2006）はこれを機械の知能化と呼んでいるが，まさ

に農業ロボットの知能化である。農業ロボットの知能化により営農者の投入コストの

大幅な削減や農産物の品質安定化を期待できる。さらには熟練者の経験・知恵を情報

として蓄積し共有することで，農業ロボットは熟練者と同等の高度な作業を代替する

ことが可能となる。イギリスではジョナサン・ギルらを中心として Hands Free Hectare

と呼ばれる完全無人農場の実証実験を行うプロジェクトが進められている [43]。農業

ロボットの知能化を行うことで，人は遠隔地でモニタリングを行うだけで直接的に作

業に介入しない，新たな無人圃場体系を構築することも将来的に期待されている。 

 

1.1.5 圃場見回りロボットの必要性 

圃場見回りロボットは圃場データの蓄積を容易化する有効な手段として欧米で盛

んに研究が進められているが，日本国内ではその重要性の認知度が低く研究・開発が

進んでいない。圃場データの取得に加えて，鳥獣害や窃盗の防止機能も期待できる。 

1.1.4 で述べたような圃場データを蓄積するためには，センサを用いて作物・土壌の

情報を数値化（センシング）する必要がある。イギリスの UK-RAS Network2が出版す

 

2 UK Robotics and Autonomous Systems (RAS) Network は 2015 年 3 月にロボット・自律システムの

学術的リーダーシップを担うために設立した組織である。現在，英国内の 4 つの博士課程教育センタ

ー（CDT）と 30 の提携大学が加盟している。 
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る Agricultural Robotics（2018）では，作物管理の研究課題として，「作物管理の主な業

務として，タイムリーで正確な情報を取得するための見回りがある。したがって，作

物の健康状態や栄養状態を評価するためのセンサを装備した自律型ロボットは費用

効率の高いデータ収集に役立つ可能性がある。」と述べられている [44]。ここで言及

されている自律型ロボットが圃場見回りロボット（Field Scouting Robot）である。圃

場見回りロボットは短期間かつ定期的な見回りを自律的に行うことで，圃場データの

蓄積を省力で効率的に行うことができる。 

近年，作物管理や育種への応用を目的とする圃場見回りロボットの開発が世界各地

で行われている。シドニー大学の Ladybird や RIPPA，イリノイ大学の TerraSentia，

GRAPE3のワインブドウ園用見回りロボット，ボッシュの Bonirob，Fendt の MARS な

ど著名な研究機関や大企業が研究・開発を進めており，ベンチャー企業も数えると数

多の圃場見回りロボットが開発されている [45]–[50]。日本では 2019 国際ロボット展

において株式会社日本総合研究所が製作した MY DONKEY®という名の圃場見回り

ロボットが展示された [51]。しかし，依然として国内の圃場見回りロボットの研究・

開発は欧米と比較して規模が小さい。 

圃場見回りロボットには圃場監視の役割も期待できる。農林水産省によると，日本

の農作物における鳥獣被害は被害金額 158 億，被害面積は 5.2 万 ha におよぶ（2018

 

3 Ground Robot for vineyArd monitoring and ProTection と呼ばれるプロジェクトの略称であり，

Eurecat（スペインの研究機関）など 4 つの研究機関が提携している。 
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年度） [52]。被害面積は日本の総耕地面積の 1%以上に値し，被害の大きさを理解で

きる。盗難被害も後を絶たず年間の被害額は約 1 億円にのぼる（2003 年） [53]。鳥獣

被害は特に中山間地域で多く見られ，平地農業地域の約 8 倍の被害件数というデータ

もある [54]。人がパトロールすることにより，鳥獣や盗難被害を防ぐことはできるが，

夜間に被害を受ける場合は防犯が難しい。特に中山間地域では鳥獣が多いことに加え

パトロールを行う従事者は減少傾向にあり，被害はより深刻化すると見られる。そこ

で，圃場見回りロボットが自律的に昼夜問わず見回りを続けることにより，鳥獣・盗

難被害を最小限に抑えられる可能性がある。 

分散圃場の生産性向上や圃場管理を行う上で圃場見回りロボットによるデータの

蓄積は有効な手段となりうる。さらには，昼夜問わずに見回りし続けることにより鳥

獣や盗難の被害を抑えるパトロール効果も期待できる。圃場見回りロボットの重要性

を理解し開発を進めることは，日本農業の発展に多面的に寄与すると考えられる。 

 

1.2 既往の研究 

1.2.1 本研究の研究領域 

 圃場見回りロボットには大きく 2 つの研究分野が存在する。1 つ目は自律走行を可

能にする自動制御技術である。2 つ目はデータ取得・蓄積技術である。自動制御技術

では主に，電動車両を用いて圃場環境（オフロード）において速度制御と操舵制御を

行うことを研究対象としている。データ取得・蓄積技術ではハイパースペクトルカメ
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ラによる分光反射データの取得に焦点を当て，センシング手法や生育状態の予測，マ

ッピングを対象とする。 

 

1.2.2 自動制御技術 

1.2.2.1 オフロード環境における車両制御 

 オフロードを走るビークルを研究する学問としてテラメカニクスという分野があ

る。テラメカニクスは土木や農林業，建設に使用される各種車両をはじめ，近年では

惑星探査のローバー開発に応用されている [55], [56]。テラメカニクスでは車輪の動

的な沈下による車輪に発生する力のモデル化が試みられているが完全には体系化さ

れていない。しかし，沈下量やスリップ率を考慮した車輪モデルを用いて，モータの

駆動力を制御した研究は農業機械などオフロードを走行する車両に応用できる可能

性があり興味深い [57], [58]。 

 オフロード環境には傾斜地も存在する。古くにトラクタを用いて傾斜に伴う走行抵

抗の算出を行った研究がある [59]。これは傾斜地における牽引力を調査することでト

ラクタの運動性能を確立するために行われた研究であり，舗装路で実験している。近

年では自動運転を念頭においた傾斜農地に対する制御手法が研究されている。玉城ら

（2001）は傾斜草地における履帯トラクタの自動走行に関する研究を行い，平均 11 度

の傾斜地で操舵制御を行った [60]。同じく玉城ら（2006）は速度制御も行い PI 制御

によりオーバーシュートや速度超過の少ない制御が可能であると報告している [61]。
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Ospina ら（2020）は傾斜による GNSS アンテナのずれを考慮した傾斜補正手法を提案

した [62]。しかし，いずれも内燃機関を有した車両の研究であり，傾斜地における電

動車両の速度制御に関する報告は少ない。 

 

1.2.2.2 EV の車両制御 

 EV は内燃機関自動車よりも以前に開発されたがその普及は遅れた。しかし，21

世紀に入ってから循環型社会を作り上げるべく化石燃料を消費しない社会モデルが

注目を集めており，EV の研究は近年急速に進められている。EV は内燃機関自動車

と比較して，トルク応答が 2 桁速い，モータの分散配置や各輪独立制御が可能，モ

ータ電流からトルクが正確に測定可能といった優位性を持つ [63]。発生トルクを正

確に知ることができるため制御性が高く，駆動力制御やスリップ率制御に関する研

究が数多く行われている。特に自動車の走行安定性において，路面摩擦係数𝜇により

駆動・制動の性能が大きく変化するため，𝜇を推定する研究が行われてきた [64]。一

方で，EV では上述の制御性の高さを活かして，𝜇の情報を用いずにスリップ率𝜆を用

いて車両制御を行う研究も行われている [63]。また，EV では駆動力オブザーバによ

って駆動力を容易に推定できることから，駆動力に閉ループを設けた駆動力制御を

行う研究も見られる [65]。EV の速度制御器では PI 制御器を用いてニューラルネッ

トワークによる自動ゲインチューニングを行った研究や PI 制御器に設定速度から加

速度を算出して理論上の駆動力をフィードフォワード的に加えて速度制御を行った
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例が報告されている [63], [66]。しかし，こうした研究は舗装道路を対象としており

雪道などの悪路は議論しつつも，圃場などのオフロードの環境とは根本的に路面状

況が異なる。速度制御器に関しては厳密に速度の評価をしている研究は少なく，一

定速度で走行することが重要な農業への応用に対しては検証が不十分である。 

 

1.2.2.3 自動運転制御の手法 

 自動運転制御では自己位置を推定するために航法センサを 1 つまたは複数使用す

ることが多い。農業分野では主に，衛星測位センサ（GNSS），慣性測定ユニット（IMU）

4，2 次元測距センサ（2D-LiDAR），3 次元測距センサ（3D-LiDAR），カメラなどが用

いられる。 

 GNSS を用いた手法は 2000 年代初期に開発された。ビークルロボティクス研究室

の先行研究では，GNSS と IMU のセンサフュージョンによる絶対方位推定と作業工

程を含むナビゲーションマップによるトラクタの自動操舵が行われている [67]–[70]。

本手法の走行誤差は RMS で 3 cm 以内とされ，ナビゲーションマップが多点を取るた

め曲線も操舵可能である。同時期に長坂ら（2002）によって田植え機の自動操舵も報

告されている[71]。この手法では 2 点間を結ぶ直線をもとに自動走行を行い，水田内

を 10 cm 以内の精度で無人走行できることを示した。 

 

4 地磁気方位センサ，加速度センサ，ジャイロセンサを複合することにより姿勢角を推定できるセンサ

ユニットである。9 軸センサ，9D コンパスなどと呼ばれることもある。 
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 IMU のみで自動走行を行った例もある。玉城ら（2001）は傾斜草地の施肥作業を自

動化するために履帯トラクタを用いた自動走行制御を行った [60]。航法センサには地

磁気方位センサのみを使用しており，走行精度は 2.5 m 以内と報告している。 

 2D-LiDAR は主に果樹園における自動運転で応用されている。Barawid ら（2007）は

2D-LiDAR を用いて樹幹を認識し，ハフ変換を行うことで樹列を直線化し横方向偏差

と方位偏差を算出することで自動操舵を行った [72]。この研究では横方向偏差平均 11  

cm，方位偏差平均 1.5 度と報告されている。Bayar ら（2015）は 2D-LiDAR により外

部状態を認識しモデルベースの適応制御により自動運転を行った [73]。横方向偏差は

最大 20 cm 前後であり，果樹園内の走行を可能としている。同様に 2D-LiDAR の情報

を基に適応制御を使用して，牽引車両を考慮した自動運転制御を行った研究もある 

[74]。Zhang ら（2020）は 2D-LiDAR から樹木と雑草を見分けるロバストな認識手法

を開発し，横方向偏差最大 13 cm で走行できると報告した [75]。 

 果樹園ではカメラを使用した手法も研究されている。植生があることを前提として

いるため特定の波長を使用した例が多い。Radcliff ら（2011）は GoPro のカメラに 750 

nm のフィルターを装着して天頂付近を撮影し，植生と空の位置関係から自動走行を

行った [76]。モモ園で実地試験を行い RMS 誤差は 2.13 cm であったと報告している。

Lyu ら（2018）は NIR 画像から樹木の認識を行い追従すべき中央線を推定した [77]。 

 3D-LiDAR を使用した例は 1.1.5 で述べた BoniRob が挙げられる [78]。畝作物と土

壌の検出に 3D-LiDAR を用いており，GNSS と組み合わせて自動走行を行っている。 



- 20 - 

 

 1.1.3 で言及したとおり，電動車両はまず果樹園への応用が考えられる。天頂が覆わ

れている果樹では GNSS の使用が難しいため，LiDAR やカメラを使用した自動走行

を考える必要がある。しかし，圃場マッピングを考えると GNSS の使用が合理的であ

るため，圃場見回りロボットの研究は垣根型のワイン用ブドウ園や垣根仕立てのリン

ゴ園など GNSS が使用可能な環境への応用を第一に考えている。 

 

1.2.3 データ取得・蓄積技術 

1.2.3.1 ハイパースペクトルカメラの応用 

対象の分光反射画像を取得できるハイパースペクトルカメラ（HSC）は医療や食品

の分野で使用されているが，農業分野への応用も進んでおり有効なセンシング手段の

1 つとして注目されている。HSC は可視光から近赤外光までの光線を細かい波長解像

度で取得できるという利点を活かして，マルチスペクトルカメラでは達成できなかっ

た作物に対する種々の検出や予測に関する研究が行われている。Chen ら（2015）は

NIR 画像によるワイン用ブドウのアントシアニン予測を行い，サポートベクトル回帰

（SVR）を用いて決定係数 0.9414 の精度で回帰できると報告した [79]。Fernandes ら

（2015）はニューラルネットワーク（NN; マルチレイヤーパーセプトロン: MLP）を

用いたワイン用ブドウの糖度，pH，アントシアニンの同時予測を行い，それぞれ決定

係数 0.8 以上という結果を得た [80]。こうした成分値の非破壊計測への応用が屋内実

験にて行われている。屋外に適用した例もある。Ye ら（2008）は柑橘を対象として植
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生特有の波長の抽出を行った [81]。Loggenberg ら（2018）はワイン用ブドウの水スト

レスの予測を行い，決定係数 0.7 から 0.8 で予測が可能であると報告した [82]。これ

らは定点観測によるセンシングである。地上ビークルを活用して圃場のセンシングを

行った研究としては，Huang ら（2016）がトラクタに HSC を搭載し除草剤に耐性のあ

る雑草の識別を行った [83]。Gutiérrez ら（2018）は全地形対応車（All-terrain vehicle）

に HSC を搭載し速度 5 km/h でワイン用ブドウ園のセンシングを行った [84]。ブドウ

葉の反射スペクトルによる品種の分類を行い，育種への応用を示唆している。Gutiérrez

ら（2019）は HSC を用いてマンゴー果実をカウントしマッピングを行っている [85]。

しかし，屋外での HSC の使用は，季節や時間帯により太陽光の直達成分が変化する，

雲により直達成分が遮られることで光源スペクトルが変化するなどの理由から安定

的な光環境を手に入れることが難しい [86]。こうした光環境の変化を補正するため，

標準白色板をセンシング直前に撮影したり，センシング画像に標準白色板を映り込ま

せたりすることで，ポストプロセスにより補正する手法が用いられる。しかし，天候

や時間帯が変わるたびに標準白色板を撮影することが煩雑であることから，周囲を暗

幕などで囲い人工照明を使用して安定した光環境を用意した例も報告されている 

[87], [88]。さらには温室内ではあるが人工照明を使用してイチゴ収穫のための物体認

識を行った研究もある [89]。 

 

1.2.3.2 圃場マッピング技術 
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 1.1.4 で言及したとおり，圃場マッピングは広大な圃場をデータベース化するため

の基盤技術である。その手法は，画像を順番に並べる，スプライン補間により滑らか

なメッシュマップを作成する，航空マップに点群を重ねるなどが存在し，多くの場合

メッシュマップにより数メートル四方の解像度を持つマップが作られる [85], [90], 

[91]。しかし，これら既存のマップはロボットが作業するためのマップとして用いる

には位置精度が低い。Malneršič ら（2016）は 1 枚単位のブドウ葉を対象としたスポ

ットスプレーの研究を行い，スプレーの直径は 15 cm ほどとした [92]。酒井ら（2006）

のロボットアームを用いたスイカの収穫に関する報告では，位置精度の許容誤差は 4 

cm と述べられている [93]。こうした研究ではより精密な位置精度を要求する作業を

対象としており，農業ロボットの作業をマップベースで考える場合，高い位置精度を

もつマップを作成する技術は不可欠である。 

 

1.3 研究の目的 

1.3.1 EV・HEV の再利用 

 本研究では，1.1.2 を受けて，廃棄となった HEV のモータ・電池を再利用し，農業

用 EV として活用することを目指した。自動車用に作られたパワートレイン機構をそ

のまま農業用に応用するときの実用可能性と課題を車両制御の観点から議論した。 

 

1.3.2 圃場における電動車両の自動制御 
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圃場見回りではむらなく観測を行うために，不整地，傾斜地に対しても一定速度で

走行する必要がある。1.2.2.2 より，エンジンやギアを持たない電動車両において，EV

との走行環境の違いを考慮した速度制御器を開発し，制御器の精度を評価した。 

1.2.2.3 より，RTK-GNSS を使用して，直進，旋回における操舵制御を行った。走行

精度を検証した。 

 

1.3.3 圃場見回りに向けた無人センシング手法 

1.2.3.1 より，人工照明を用いたセンシングは補正手法の簡略化や分光反射データの

安定性を高める上で有効であると判断し，太陽光のない夜間にセンシングを行う手法

を考案した。標準白色板の撮影を必要最低限としセンシング中に人が介入しない無人

センシング体系を開発し，取得できる分光反射データ精度を評価した。 

 

1.3.4 圃場マッピング手法 

 1.2.3.2 より，精密な農作業の自動化を見据えて，RTK-GNSS を用いた位置精度の高

いマッピング手法を提案した。絶対座標を付したマップの位置精度を評価した。 

 

1.3.5 本論文の構成 

第 2 章では圃場見回り電動ロボットの基盤である電動車両の自動制御について実

験結果とともに再利用の可能性について議論する。第 3 章では作物情報の抽出として
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圃場見回りロボットに適した無人センシング手法を提案し，その精度について議論す

る。第 4 章では高精度の圃場マッピングに関して言及する。第 5 章では圃場見回り電

動ロボットについて，各章の実験結果を踏まえて実用に向けての課題と展望を述べる。 
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第2章 電動車両の自動制御 

2.1 はじめに 

本章では，圃場見回り電動ロボットの基盤となる車両制御について言及する。1.1.3

より果樹園における応用を考え，ワインブドウを対象として実験を行った。2.2 で作

成した圃場見回り電動ロボットのプロトタイプを示す。2.3，2.4 ではそれぞれ速度制

御，操舵制御の理論と実験内容を示す。2.5 では本章のまとめとして，速度制御，操舵

制御の実験結果をもとに，リユース車両の農業利用に対する課題と展望を議論する。 

 

2.2 車体の開発 

2.2.1 トヨタプリウスのパワートレイン構造 

 本研究で開発した EV はトヨタの HEV である第 2 世代プリウスのモータを使用し

た。プリウスで図 2 のとおり，本来 EG 軸にエンジンが取り付けられ，MG1 と MG2

はモーター・ジェネレーターとして働く。各軸（EG・MG1・MG2）は図 3 に示すよ

うな遊星ギア機構を有して連動しており，ある歯車が固定されると残り 2 つの歯車は

ギア比から回転数が一意に定まる。一般的に HEV として用いる場合は EG が主な制

御対象となり，MG1 もしくは MG2 を同時に制御することでモータを使用した走行を

実現する。残りの MG1 もしくは MG2 は充電用のジェネレーターとして機能するこ

とで走行と充電を両立し，最適な運転効率となるように制御されている。本研究では
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このパワートレイン機構を再利用しエンジンを排除して EV を構築した。EG 軸はエ

ンジンではなく草刈りやスプレーなどといった農作業用の出力として活用すること

ができる。したがって，EG を制御することはなく，EG 軸に強く作用する MG1 とタ

イヤ軸へ強く作用する MG2 を制御することで農作業と走行を両立させる。 

 本研究で用いた遊星ギアの歯数と概念図を表 5 および図 4 に示す。図 4 は MG1

に負荷を与えてMG1軸が回転している状態の概念図である。MG1に負荷を与えた際，

残りの固定される軸の決定はそれぞれの抵抗に依存する。仮に EG よりも MG2 のほ

うが抵抗が小さい場合，EG は固定され 0 rpm を保ったまま MG2 が逆方向に回転する

ことになる（図 5）。この場合 MG2 を 0 rpm に保つためにギア比に応じた負荷を与え

る必要がある。これが図 4 の青字で書かれている数値であり，MG1 と MG2 の均衡を

保つために重要な数値である。ただし，本研究においては，MG2 はリダクションギア

を介して車軸に直結しているため車両重量分の抵抗が存在し，ポンプなどの作業用に

使用する MG1 よりも抵抗が小さくなることはなく無視しても差し支えない。 

 



- 27 - 

 

 

図 2 プリウスのパワートレインシステム 

 

 

図 3 EG・MG1・MG2 の遊星ギア機構 
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表 5 遊星ギアの歯数 

 
Number of teeth 

Ring gear 78 

Pinion gear 23 

Sun gear 30 

 

 

図 4 遊星ギアにおけるギア比と回転数の概念図 

 

 

図 5 MG1 に負荷を与え MG2 が逆回転する場合の概念図 

 

2.2.2 圃場見回り電動ロボットのプロトタイプ 

 開発したロボットの概要を図 6 に，車体の諸元を表 6 に示す。農作業としてスマ

ートスプレー機能を要しており，EG 軸にはポンプがつながっている。スプレー用に
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タンクとノズル，ファンを備え，自動運転用に RTK-GNSS，IMU，制御 PC を設置し

た。前方には見回り用の広角カメラや，障害物検出用の 2D-LiDAR を装備している。 

  

 

図 6 開発した果樹園用ビークルロボット 

 

表 6 車体の諸元 

Vehicle mass 𝑚 700 kg 

Wheelbase 𝑙 2.15 m 

Wheel radius 𝑟 0.26 m 

Reduction ratio 𝜉 4.113 

Max output torque 𝑇 200 Nm 

Max steer angle 𝛿 ±40 deg 
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2.3 速度制御 

2.3.1 PID 制御 

 PID 制御はフィードバック制御の一種であり古典制御の代表的な手法である。フィ

ードバックのある閉じた系を閉ループといい，フィードバックのない系を開ループと

いう。古典制御ではシステムの入出力関係に注目して制御を行うため，図 7 のような

模式図で表現できる [94]。ここでプロセスが制御対象であり，コントローラは設計者

が作成する制御器である。すなわち設定値𝑢をコントローラに入れるとプロセスを介

して制御量𝑦が出力される。出力結果は次回の設定値との差分を取って入力となり，

設定値と制御量の差が 0 となるように繰り返される。これがフィードバック制御であ

り，入力と出力の関係さえ知ることができればプロセスの物理モデルを把握していな

くても制御可能である。 

 

 

図 7 フォードバック制御の模式図 

 

2.3.2 走行抵抗 

 市川（1995）によると車両が走行するときには転がり抵抗，勾配抵抗，空気抵抗，

加速抵抗，始動抵抗，曲線抵抗，障害物乗り越えに伴う抵抗の 7 つが加わるとされる 

[95]。特にオフロードの場合は走行車両と土壌間における影響が極めて大きく，車輪
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と土壌の関係を体系的に説明したテラメカニクスの分野では車輪の沈下量や土壌の

粘性成分，摩擦成分などから土壌に対する垂直応力とせん断応力を算出することで，

駆動力をモデル化している。これらの車輪の沈下における抵抗は上記 7 つの抵抗に分

類すると式(1)で表される転がり抵抗に値すると考えられる。式(1)では荷重を𝑊，ピッ

チ角を𝜃，転がり抵抗係数を𝐶𝑟としており，𝐶𝑟はタイヤの性質と土壌状態に関係した

定数であるため土壌状態により大きく変化する。 

𝐹 =  𝐶𝑟𝑊𝑐𝑜𝑠𝜃 (1) 

市川（1995）によれば転がり抵抗係数𝐶𝑟は一般ゴムのタイヤでコンクリートを走行し

た場合に 0.02～0.03 と言われている。しかし，オフロードで走行する際はこの限りで

はなく，コンクリートを 1 としたとき，砂利道で 2～8 倍，土壌で 10 倍以上と報告さ

れている [95]。この土壌中の値はテラメカニクスの分野で主に議論される車輪の沈下

による抵抗が加わったために高い値となると解釈できる。 

 

2.3.3 本研究で用いた速度制御器 

 本研究では 3.3.2 で取り扱った走行抵抗として転がり抵抗と勾配抵抗に着目しフィ

ードフォワード的に制御器に組み込むことにより，走行抵抗を補償した制御手法を考

案した。車両速度の制御器のブロック線図を図 8 に示す。設定速度𝑉𝑑と RTK-GNSS

で実測した現在速度𝑉の誤差を𝜖として PID 制御器に入力しフィードバック制御を行

った結果と，走行抵抗に基づくフィードフォワード項を加算した数値を必要駆動力𝐹
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とする（式(2), (3), (4）。ここで𝜃（−90° ≤  𝜃 ≤  90°）は車体のピッチを表し，重力方

向を負とした姿勢角である。IMU から取得したデータに移動平均をかけてノイズを除

去した値を使用した。 

𝜖 =  𝑉𝑑  −  𝑉 (2) 

𝑊 =  𝑚𝑔 (3) 

𝐹 =  𝑓𝑃𝐼𝐷(𝜖) +  𝐶𝑟𝑊𝑐𝑜𝑠𝜃 +  𝑊𝑠𝑖𝑛𝜃 (4) 

式(4)の第 2 項は転がり抵抗成分，第 3 項は勾配抵抗成分を考慮したフィードフォワー

ド項である。本実験では数回の試験走行により適切な転がり抵抗係数𝐶𝑟を定めた。駆

動力𝐹はタイヤ半径𝑟とリダクションギアの減衰比𝜉からトルク𝑇に変換されてMG2へ

と入力され車両が走行する。 

  

 

図 8 速度制御器のブロック線図 

 

2.3.4 平地における走行実験 

 北海道大学生物生産農場において走行実験を行った（図 9）。速度制御器の精度を
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確認するため，設定速度 2 km/h から 7 km/h でステップ入力し走行させた。平均斜度

は 0 度であり，経路は直線である。 

 

 

図 9 北海道大学生物生産農場による走行実験 

 

2.3.5 平地における走行実験の結果 

 設定速度と実測速度の変化を図 10 に示す。各設定速度のおける車両速度の平均値

と設定速度とのRMSEを表 7に示す。5 km/h以上の高速域では追従しているものの，

4 km/h 以下では制御の精度が比較的低かった。さらに，2 km/h 未満の走行はトルク不

足により停止とオーバーシュートを繰り返し走行不能であった。これは，リダクショ

ンギアが自動車用に設計されており超低速域に対応していないためである。リダクシ

ョンギアはモータユニット内部に存在するため，外部に別のリダクションギアを設置
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するなどの対応策が考えられる。 

 

 

図 10 設定速度をステップ入力したときの実測速度の変化 

 

表 7 設定速度における車両速度の平均値と RMSE 

Set speed Average RMSE 

2 1.6 0.56 

3 2.4 0.56 

4 3.6 0.43 

5 4.8 0.27 

6 5.9 0.39 

7 7.3 0.43 
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2.3.6 傾斜地における走行実験 

 北海道ワイン株式会社鶴沼ワイナリーにて走行実験を行った（図 11）。カメラによ

る見回りを見据えて比較的低速である 2 km/h で走行させた。速度制御器の比較とし

てフィードフォワード項を消去し PID 制御器のみの走行も行った。また，実作業を想

定し MG1 を同時制御した走行実験を実施した。先述のとおり，MG1 と MG2 は遊星

ギア機構により連結しており，歯車の内部摩擦により互いに影響を及ぼす。本実験で

はスプレーヤーポンプを使用したため最大で 4Nm の負荷を与え，PID 制御により EG

軸が一定回転数となるように MG1 を駆動させながら走行させた。 

 走行場所は図 12 のとおりであり点線がブドウ樹，実線が走行経路である。走行経

路に付属の数字は走行順序を表しており，以下，①を第 1 行程，②を第 2 行程，③

を第 3 行程として表記する。 
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図 11 鶴沼ワイナリーにおける実験の様子 

 

 

図 12 ブドウ樹と走行経路 
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2.3.7 傾斜地における走行実験の結果 

 表 8 に各行程における樹間内の走行速度をまとめた。各行程ともに概ね設定値で

ある平均 2 km/h を保っており，その標準偏差は最大で 0.50 km/h であった。図 13 に

第 1 行程と第 2 行程それぞれにおける実測速度と実測ピッチ角のグラフを示した。図 

13 からわかるとおり，上り坂および下り坂に対しても特に変化することなく一定速

度で走行している。図 13 右のグラフ（下り坂）の 520 秒付近で速度が大きく振れて

0 km/h に落ち込んでいるが，ここは路面状況が悪くスリップしたためである。しかし，

PID 制御器のおかげで外乱に対しても対応し，再び設定速度である 2 km/h 付近に収束

している。図 14 は勾配抵抗を考慮しなかった場合の速度変化である。グラフから見

てわかる通り，下りの傾斜が急になるにつれて速度が上昇し，一定速度を保てていな

い。これは PID 制御における変動帯を越えてしまったためである。変動帯は P ゲイン

を上げることで解消されるが，本実験では速度が振動しない限界の値を採用している。

すなわち，本研究で取り扱うような傾斜・不整地圃場においては PID 制御のみで速度

制御を行うことは限界があり，勾配成分を考慮する必要があることを示している。 

 図 15 は MG1 駆動時と非駆動時それぞれの走行速度を示したグラフであり，表 9

に詳しい統計量をまとめた。図 15 および表 9 より，想定の実作業において MG1 が

車両速度に影響を与えることはなく安定した車両速度を保つことができた。 

 本研究で行った速度制御器は設定速度の範囲内において傾斜や MG1 の同時駆動に

対して制御可能であり十分に実用可能である。一方で，これらの試験は車体重量があ
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る程度一定である範囲内で行われており，実際にスプレー作業を行う場合はタンクに

残存する水量により 200 kg ほど変化する。動的に車体重量を推定することが可能で

あればさらなる速度制御の安定性向上が見込まれる。加えて，土壌状況のパラメータ

である転がり抵抗係数𝐶𝑟により車体の挙動が大きく変化する。現状では人によるパラ

メータチューニングを行っているが，ロボットが自律的にパラメータを更新していく

システムを開発するといった発展も考えられる。 

 

 

表 8 樹間内における各行程の車両速度[km/h]の統計量 

 

 

 

表 9 MG1 駆動および非駆動時における車両速度[km/h]の統計量 

 

 

 Max Min Average Standard deviation Coefficient of variation 
path1 4.86 0.04 2.01 0.46 22.9% 
path2 3.89 0.07 2.16 0.50 23.1% 
path3 3.06 0.83 2.05 0.32 15.6% 
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図 13 下り（左）と上り（右）における実測速度 

 

 

図 14 設定速度 3 km/h で PID 制御器のみで走行させたときの実測速度 
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図 15 MG1 駆動時（左）と非駆動時（右）における実測速度 

 

 

 

2.4 操舵制御 

2.4.1 操舵アルゴリズム 

 木瀬ら（2001）の手法に基づき，予め作成した絶対座標を記したマップを読み込

み，現在地点とマップとの横方向偏差と方位偏差から操舵量を決めた [68]。制御式

は式(5)のとおりであり横方向偏差と方位偏差に基づいた比例制御である。ここで𝛿は

ステアリング角，𝑑は横方向偏差，Δ𝜙は方位偏差，𝑎1，𝑎2は比例ゲインである。 

𝛿 =  𝑎1𝑑 +  𝑎2Δ𝜙 (5) 

木瀬ら（2001）によると，横方向偏差の最大誤差は 15 cm ほどに抑えられることが

わかっている。今回の実験ではこれを目標値として，ステアリングの制御ゲインで

ある𝑎1および𝑎2を調整した。 
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2.4.2 ターンアルゴリズム 

 通常トラクタで旋回を行う場合，低速域でのスピード制御が容易，最大舵角が大

きい，次の畝に順番に入る必要があるなどの理由から木瀬ら（2001）のようなスイ

ッチバックターンが一般的である。しかし，一度止まって後進をするといった動作

は煩雑であるため，畝をいくつかスキップさせ停止・後進を含まないパスフォロー

ターンを採用した（図 16）。 

 パスフォローターンは①，②，③の三行程に分かれる。 

① 現在の方位から 90 度横を向くまで旋回する。 

② 次の行程とロボットとの距離が車両の最小旋回半径 r に達するまで前進する。 

③ 次のパスのマップの始点である𝑃1に向かって方位偏差を計算し，以下の式(6)に

従ってステアリングを切る。𝑎は制御ゲインである。 

𝛿 =  𝑎Δ𝜙 (6) 

パスの終点（𝑃𝑘）に達すると同様に①から③を行い，以降それを繰り返す。果樹園ご

とに全体の行程の数を確認して動的にスキップ数を決定することで何れの果樹園で

も適用することができる。 
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図 16 パスフォローターンの模式図 

 

2.4.3 走行実験 

 北海道ワイン株式会社鶴沼ワイナリーにて走行実験を行った。走行行程は図 12 と

同様であり，第 1 行程の北側からスタートした。第 3 行程まで自動操舵による走行を

行い，走行軌跡と樹間内における横方向偏差を記録した。 

 

2.4.4 実験結果 

 走行軌跡を図 17 に示す。ブドウ樹に衝突することなく走行することができた。 

図 18 に各行程の樹間内における横方向偏差のグラフを示し，これらの最大誤差と二

乗平均平方根誤差（RMSE）の結果を表 10 にまとめた。3 行程の RMSE の平均値は

3.5 cm であった。いずれの行程でも RMSE は 5 cm 以下であり高い直進性を得た。第

3 行程において序盤に横方向偏差が 20.7 cm と大きくなったが，これは第 3 行程の先
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頭付近の土壌状態が悪く旋回後半で横方向の滑りが多く発生したためである。旋回終

了から 5 秒ほどで横方向偏差は 10 cm 以下へ回復し，その後 1 分ほどかけて 0 付近へ

収束している。本実験では車両横幅と樹間距離の関係から 30 cm ほどの余裕があった

ため，車体がブドウ樹に衝突することはなかった。しかし，樹間への入りに関しては

不安定になりやすいため今後検討の余地がある。 

 

 

図 17 走行軌跡 
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図 18 第一行程（左），第二行程（中央），第三行程（右）の横方向偏差 

 

 

表 10 各行程における最大誤差と二乗平均平方根誤差 

 Max error [cm] RMSE [cm] 
path1 5.8 2.3 
path2 8.9 3.7 
path3 20.7 4.5 

 

 

2.5 本章のまとめ 

 本章ではリユースモータを使用した電動車両の速度制御および操舵制御を行った。

平地試験では 2 km/h から 7 km/h まで 1 km/h 刻みで走行させ，5 km/h 以上の高速域の

ほうが安定することを確認した。傾斜地試験では速度制御器の精度は設定速度 2.0 

km/h に対して走行させた 3 行程の平均速度は 2.07 km/h，平均標準偏差は 0.43 km/h で

あり，傾斜・不整地に対しても安定して走行することができた。作業機である MG1 を
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MG2 と同時駆動しても走行に与える影響はなかった。操舵制御は直進走行に関して 3

行程の RMSE の平均値は 3.5 cm であった。旋回後に最大誤差 20.7 cm となることがあ

り，樹間への入り方に改良の余地が見られた。 

 リユースモータを使用した電動車両は圃場走行において十分なトルクのポテンシ

ャルを持ち，傾斜・不整地での走行に耐えうる。しかし，HEV 用にリダクションギア

が作られているためにギア比が小さく低速域でのトルクが小さいために，2 km/h 以下

の走行が不可能であった。7 km/h 以上の高速域で走行させることを諦めて，ギア比の

大きいリダクションギアの装着が求められる。 
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第3章 作物情報の自動取得 

3.1 はじめに 

 本章では圃場見回りロボットが無人でセンシングすることを目指し，センシング中

の煩雑な補正の手順を除き，日中よりも安定した分光反射データを取得できると考え

られる夜間センシング手法を提案する。3.2 で供試機材を述べ，3.3 でまず太陽光の反

射スペクトルの変化を明らかにし，既往のセンシング体系の問題点を明らかにした。

3.4 では夜間センシングの光源となる人工照明の反射スペクトルの安定性を確認した。

3.5 でその後，人工照明を用いた夜間センシングのデータ精度を検証した結果をまと

めた。 

 

3.2 本章で扱う供試機材 

 本章で扱うハイパースペクトルカメラ，標準白色板，ロボットトラクタは共通の機

材を用いた。ハイパースペクトルカメラはエバジャパン製の NH7 でありその諸元を

表 11 に示す。プッシュブルームスキャンとエリアスキャンの両方に対応しており，

作物のセンシング時にはプッシュブルームスキャン，標準白色板や黒画像取得にはエ

リアスキャンを使用した。標準白色板は LABSPHERE 製のスぺクトラロン SRT-99-050

を用いた。地上ビークルとして当研究室で開発したロボットトラクタを使用した。ロ

ボットトラクタは航法センサとして GNSS と IMU を用いることで横方向偏差 6 cm の
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精度で自動走行できる [67], [68]。 

 

表 11 ハイパースペクトルカメラの諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 太陽光の反射スペクトルの変化 

3.3.1 実験方法 

静的観測と動的観測を行い太陽光スペクトルの変化を検証した。静的観測では標準

白色板を定点に設置し 1 時間毎に分光反射画像を撮影した（図 19）。撮影時間は午前

10 時から午後 5 時までとし，1 時間毎に撮影した。動的観測ではロボットトラクタに

ハイパースペクトルカメラを設置し作物を対象として分光反射画像を撮影した（図 

20）。撮影時間帯は日中と夜間でそれぞれ 1 回ずつ行い，いずれも 1 時間程度の連続

したセンシングを行った。 

 

Spatial resolution 1280×1024 pixel 

Imaging speed 7.7 second 

Data transfer speed 121 fps 

Wavelength range 350 nm – 1100 nm 

Wavelength resolution 5 nm 

Angle of view 60 deg 

Imaging method Push broom / Area 
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図 19 静的観測の実験風景 

 

 

図 20 動的観測に使用した供試機材の概要図 
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3.3.2 実験結果 

静的観測の結果を図 21 に示す。静的観測では午前 10 時から午後 2 時まではほと

んど同じ波形であるが，午後 4 時以降，波形に変化が生じている。この日は晴天であ

ったが太陽天頂角が変化するにつれて太陽光スペクトルが変化することを示してい

る。動的観測では図 22 右図のように局所的に明るくなる場所が見られた。図 22 右

図中の局所的に明るい部位における輝度の変化を図 23 のグラフに記載した。輝度は

各波長の反射強度を合計した値を使用した。撮影日は雲のある天気であったが 1 時間

の撮影中に 2 か所ほど図 23 のような局所的な輝度変化を確認した。曇りや晴れの日

で分光反射特性が異なるためセンシング前に標準白色板で補正する手法が多く取ら

れるが，センシング中の天候の変化に対しては対応することができない。こうした天

気変化に対してロバストに対応できるのが人工光源を用いたセンシング手法であり，

夜間センシングを行う大きな利点である。 

 

図 21 各時刻における太陽光反射スペクトル 
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図 22 同地点における夜間（左）と日中（右）のセンシング結果の比較 

 

 

図 23 日中（左）と夜間（右）の輝度変化の比較 
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3.4 人工照明の反射スペクトルの安定性 

3.4.1 実験方法 

人工照明を使用した際のスペクトル安定性を調べるため，太陽が沈んだ午後 9 時か

ら午前 3 時にかけて 3.3.1 と同様に静的観測を行った。使用した人工照明と電源の諸

元を表 12，表 13 に示す。 

 

表 12 人工照明の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表 13 電源の諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltage / power DC12V/55W 

Aperture Φ127 mm 

Central candela 25000 cd 

Body weight 0.6 kg 

Battery type 
Lead storage 

(DC12V, 20Ah) 

Rated output 120W 

Maximum output 150W 

Output frequency 55Hz 

Output waveform Square wave 
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3.4.2 実験結果 

結果は図 24 の通りであり，夜間を通じてほとんどスペクトル特性の変化がなく安

定している。 

 人工照明を使用する際は電源電圧が十分であることが前提となる。本実験に使用し

た鉛蓄電池では実験中に数回交換することで十分な電圧を保った。長時間のセンシン

グを行う際はインバータ発電機など電圧を保持できる電源を使用することが望まし

い。 

 

 

図 24 各時刻における人工照明の反射スペクトル 

 

3.5 SPAD 値予測によるセンシング手法の評価 

3.5.1 実験方法 

 夜間センシングの分光反射データの精度を評価するため，特定の波長および多波長

を用いて SPAD 値の回帰モデルを作成し，その精度を検証した。特定の波長では𝜆1 =
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750 𝑛𝑚，𝜆2 = 650 𝑛𝑚を使用して植生指数（NDVI）を算出し線形単回帰分析（SLR）

を行った。NDVI の定義式を式(7)，式(8)に示す。暗電流値は黒のレンズキャップを被

せて撮影した値である。 

𝑅𝜆 =  
𝐼𝜆 −  𝐵𝜆

𝑊𝜆 − 𝐵𝜆
 (7) 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑅𝜆1

−  𝑅𝜆2

𝑅𝜆1
+  𝑅𝜆2

 (8) 

 

 

 Where: 

  𝑅𝜆: 波長 λ における反射率 [-] 

  𝐼𝜆: 波長 λ における対象の反射強度 [DN] 

  𝐵𝜆: 波長 λ における暗電流値 [DN] 

  𝑊𝜆: 波長 λ における標準白色板の反射強度 [DN] 

 

多波長の回帰モデルではランダムフォレスト（RF），主成分分析×重回帰分析

（PCA×MLR）をそれぞれ行った。多波長の回帰モデルで用いた波長域は 520 nm から

900 nm であり，計 77 個の説明変数を使用した。 

 ダイズのセンシングは 1 m×2 m 四方の区画を任意に 4 ヶ所定め，時系列に撮影し

た。実験場所は北海道大学生物生産農場である（図 25）。撮影日時と天気を表 14 に

示す。供試機材は 3.1 で記述した標準白色板とロボットトラクタに加えてインバータ

発電機，ハロゲン電球を使用した（図 26）。それぞれの諸元を表 15，表 16 に示す。
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本実験では狭い区画ごとの撮影のためロボットトラクタを自動運転させることはな

く，手動で一定速度を保って走行しプッシュブルーム撮影を行った。撮影高度は二畝

分収まるように作物天頂から約 1.5 m に設定した。撮影前に葉緑素計測器（表 17）で

区画内のダイズの葉を無作為に 8 か所測定し，平均値をその区画の SPAD 値とした。 

 上記の作業により 4 区画×5 日分で日中，夜間それぞれ計 20 個の SPAD データと分

光反射画像が得られた。分光反射画像からダイズの分光反射データを抽出するためマ

スク処理を施した。NDVI を用いて閾値処理を行い土壌部分と植生部分に分け，植生

部分の各波長の平均値をダイズの分光反射データとして抽出した。ノイズの多い末端

の波長域は除去し，520 nm から 900 nm の分光反射データを使用した。 

 分光反射データは式(7)に従って反射率に変換し説明変数に使用した。20 個のサン

プルデータのうち任意の 8 割を訓練データ，2 割を検証データとし，訓練データを用

いて回帰モデルを作成した。導出した回帰モデルに対して検証データを入力した結果

と実際の SPAD 値との平均二乗誤差（MSE）を求めることで，日中と夜間における分

光反射データの精度評価を行った。ここで，訓練・検証データに偏りが生じることを

避けるため，①データ分割，②回帰式の算出，③MSE の計算という一連の流れを 5

回繰り返し，それらを平均した MSE を検証結果として用いた。回帰分析ツールとし

て，Python のオープンソースライブラリである scikit-learn を使用した。 
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表 14 ダイズの撮影日時と天気 

Date Time Weather 

8/25 13:00–13:30, 19:00–19:30 Sunny sometimes cloudy 

8/28 13:00–13:30, 19:00–19:30 Sunny 

9/1 13:15–14:00, 19:45–20:15 Cloudy 

9/4 13:30–14:00, 19:30–20:00 Cloudy 

9/7 12:00–12:40, 20:15–20:45 Sunny 

 

 

 

図 25 実験を行ったダイズ圃場 

 

 

 

図 26 供試機材の概要図 
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表 15 インバータ発電機の諸元 

Name EF1600iS 

Company YAMAHA 

Country Japan 

Output 1.6 kVA [50Hz/60Hz] 

Working time 4.2–10.5 hour 

Size 490 x 280 x 445 mm 

Weight 20 kg 

Fuel type Gasoline 

 

表 16 ハロゲン電球の諸元 

Name JDR110V40WLWW 

Company USHIO 

Country Japan 

Light type Dichroic halogen 

Input 110V/40W 

Beam angle 60 deg. 

Diameter 50 mm 

 

表 17 葉緑素計測器の諸元 

Name SPAD-502 

Company KONICA MINOLTA 

Country Japan 

Accuracy ±1 SPAD unit 

 



- 57 - 

 

3.5.2 実験結果 

NDVI を使用した SPAD 予測モデルの決定係数と訓練データと検証データそれぞれ

の MSE を求めた結果を表 18 にまとめた。各試行結果とそれら 5 回の平均値を記載

している。結果を可視化するため，全体の結果を代表して試行 2 の訓練データの散布

図と回帰直線を引いた結果を図 27 に示す。表 18 の平均決定係数を比較すると日中

は 0.24 であるのに対し，夜間は 0.49 と 2 倍以上高い。検証データの MSE を比較する

と，いずれの試行においても日中に比べて夜間は誤差が小さい。平均の MSE も日中

8.3，夜間 5.6 と夜間の方が精度良く回帰が行われている。 

 次に全波長域（520 nm – 900nm）の分光反射データを用いて回帰分析を行った結果

を表 19 に示す。訓練データと検証データの組み合わせをランダムに変えて 5 回試行

し，検証データにおける MSE の 5 回の平均値を示したものである。RF，PCA+MLR

それぞれの結果を可視化するべく，5 回の試行のうち代表的なグラフを抜き出し図 28，

図 29 に示した。このグラフは残差プロットであり横軸に予測値，縦軸に予測値-実測

値を取り，赤丸が訓練データ，青四角が検証データを示している。RF と PCA+MLR

どちらも NDVI 値と同様に日中よりも夜間のほうが決定係数が大きく MSE が小さか

った。PCA+MLR の残差プロットを見ると日中の方が明らかに回帰モデルの予測範囲

が狭く，夜間のデータを使用したモデルの方が優れていることがわかる。総じて，夜

間の分光反射データを使用した回帰モデルのほうが SPAD 値の予測精度は高く，夜間

センシングの有効性が確認できた。 
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 これらの結果は日中の光源である太陽光の特性が時間経過（本実験では 30分ほど）

によって変動したことを反映している。夜間センシングは実際の現場において日中よ

りも高精度な予測モデルを導き出すことができる。本研究では圃場見回りロボットに

よるセンシングの無人化を見据えており，標準白色板の撮影やダークノイズ補正用画

像の撮影などはなるべく最小限に抑える必要がある。本実験において日中と夜間それ

ぞれのセンシング日ごとのダークノイズを調べたところ，日中は太陽光によるカメラ

内部温度の上昇によりダークノイズの変化が大きかった。一方で，夜間は直射日光が

無く気温が安定しているため，ダークノイズにほとんど変化はなかった（表 20）。こ

のことから夜間センシングでは，煩雑な標準白色板やダークノイズ画像の撮影を事前

に屋内試験場で行うことで，補正用データを繰り返し利用できる可能性がある。 

 

表 18 各試行の決定係数，MSE およびそれらの平均値 

    1 2 3 4 5 Mean 

 𝑅2 0.15 0.31 0.27 0.26 0.22 0.24 
Daytime MSE train 7.5 8 7.9 6.6 7.5 7.5 

 MSE test 9.1 5.6 6.3 11.9 8.4 8.3 

 𝑅2 0.45 0.51 0.51 0.52 0.45 0.49 
Nighttime MSE train 4.9 5.7 5.3 4.3 5.2 5.1 
  MSE test 6.9 3.5 4.1 8.5 5.3 5.6 
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図 27 訓練データの散布図と回帰直線（左: 日中，右: 夜間） 

 

表 19 RF，PCA+MLR における決定係数と MSE 

  RF PCA + MLR 
Daytime 𝑅2 0.51 0.52 
Nighttime 𝑅2 0.63 0.58 
Daytime MSE  7.0 6.6 
Nighttime MSE 4.9 5.5 

 

 

表 20 各波長のダークノイズの平均値 [DN]をセンシング日ごとに算出し，平均，

分散，標準偏差（SD），変動係数（CV）を表示 

  Mean Variance SD CV 
Daytime 19.05 57.66 7.59 0.40 
Nighttime 28.48 3.10 1.76 0.06 
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図 28  RF の残差プロット（左: 日中，右: 夜間） 

 

 

図 29  PCA + MLR の残差プロット（左: 日中，右: 夜間） 
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3.6 本章のまとめ 

 本章では無人の見回りに適した夜間センシング手法の可能性について議論した。太

陽光の入射スペクトルは日変化があるため，ロボットを用いたセンシングの光源とし

て使用するのは不適である。人工照明を使用してダイズの夜間センシングを行い，

SPAD 予測モデルを作成した。夜間に取得した分光反射データを使用したモデルのほ

うが日中に比べて回帰精度が高く，有効なセンシング手法であることを確認した。人

工照明は入射スペクトルが安定しており補正回数も少なくて済むことから，圃場見回

りロボットが行う自動センシング体系に適合した手法であると結論付けられる。 
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第4章 圃場マッピング 

4.1 はじめに 

 本章では夜間センシングにより取得した作物情報を，位置情報を結び付けることで

圃場マッピングを行った。コムギ圃場における NDVI マップの例を図 30 に示す。見

回りを行ったコムギ圃場は試験的に可変施肥が施されており，施肥量に応じて生育度

合いが異なることが確認できた。図 30 の圃場マップは人間にとって見やすいように

メッシュマップの解像度は数 m 単位としている。しかし，情報としては数 cm 単位の

解像度で保管しているため，局所的な病害や収穫物の位置情報を抽出することは可能

である。1.2.3.2 のとおり，農業ロボットが可変作業を行う際に必要となる高解像度の

マッピング手法を考案し，その位置精度を検証した。 

 4.2 でマッピング手法の理論を示し，4.3 では圃場中に参照点となるマーカーを設置

して実験を行い，提案したマッピング手法の精度を検証する。4.4 で本章のまとめを

行う。 
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図 30 可変施肥を施したコムギ圃場の NDVI マップ 

 

 

4.2 マッピング手法 

図 31 にマッピング工程のフローチャートを示し，図 32 に各マッピング工程の概

要を図示した。 

マッピングの事前準備として画像の準備がある。本研究では視野角が 60 度と比較

的広角のレンズを使用したため，レンズ歪みを考慮する必要があると考えた。プッシ

ュブルーム形式はピンホールカメラと原理が異なるものの，横方向の歪みは生じると

仮定し，Zhang の手法に則りレンズディストーションのキャリブレーションを行った 

[96]。予め撮影した 15 枚のチェッカーボードを使用して画像の歪みを補正したデータ

セット（DC）と補正なし（Normal）のデータセットを作成し，それぞれでマッピング

精度を算出した。 
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工程 1（図 32 左）では，2 つのハイパースペクトル画像の保存時間から，各画像の

中心点における時間を割り出し，画像中心の世界座標を算出した。図 15 の左図にお

いて，𝑇𝑛は n 番目の画像における保存時間であり， 𝑇𝑛と𝑇𝑛−1から n 番目の画像中心𝑃𝑛

の時間を計算した。なお，1 番目の画像では𝑇𝑛−1が存在しないため，図 9 に示すよう

に𝑇1，𝑇2から推測した。画像中心の時間と GNSS ログのタイムスタンプを比較し，最

も近いログを画像中心𝑃𝑛の世界座標として抽出した。 

工程 2（図 32 中央）では，2 つ目の工程で算出した画像中心𝑃𝑛の世界座標から各画

像の絶対方位𝜃を算出した（式(9)）。絶対方位𝜃は北を 0 度とし，反時計回り方向を正

として−180° ≤  𝜃 ≤  180° で定義される。 

 

𝜃 =  −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑋𝑛+1 − 𝑋𝑛 

𝑌𝑛+1 − 𝑌𝑛  
) (9) 

 

 

算出した絶対方位𝜃から画像中心を回転軸としたアフィン変換を行い，画像を回転さ

せた。回転後は元の画像が収まる辺の長さ𝐿を持つ正方形に貼り付け，新たな画像と

した（図 15 中央）。元の画像中心と新たな画像中心の世界座標は共通のため，以下の

式(10)，式(11)から新たな画像左上の点Ptlの世界座標を算出した。 

 

𝑋𝑡𝑙 =  
𝐿

2
× 𝑥𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝑋𝑐 (10) 

𝑌𝑡𝑙 =  
𝐿

2
× 𝑦𝑟𝑒𝑠𝑜 + 𝑌𝑐 (11) 
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Where: 

𝑋𝑡𝑙: 画像左上の点の世界座標 X 

𝑌𝑡𝑙: 画像左上の点の世界座標 Y 

𝐿: 新たな画像の一辺のピクセル数 

𝑥𝑟𝑒𝑠𝑜: x 方向の地上解像度 

𝑦𝑟𝑒𝑠𝑜: y 方向の地上解像度 

𝑋𝑐: 画像中心の世界座標 X 

𝑌𝑐: 画像中心の世界座標 Y 

  

工程 3（図 32 右）では，画像中に映るマ―カーの中心座標（画像座標）と 3 つ目の

工程で算出した画像左上の世界座標（𝑋𝑡𝑙, 𝑌𝑡𝑙）から，マーカー中心の世界座標を算出

した（図 32 右図）。 

  

 

図 31 マッピング工程のフローチャート 
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図 32 工程 1（左），工程 2（中央），工程 3（右）の模式図 

 

 

4.3 精度の検証 

4.3.1 実験方法 

3.5.1 の図 26 で示した機材に加えて，マッピング用の位置情報を取得するためにハ

イパースペクトルカメラの真上に RTK-GNSS アンテナを設置した（図 33）。 

約 1 ha ほどの圃場内に 9 個のマーカーを設置し，RTK-GNSS を用いて測量を行っ

た。測量したマーカーを置いた圃場内において，ロボットトラクタによる夜間センシ

ングを実施した。センシングはプッシュブルーム方式で行い，ハイパースペクトル画

像の保存と同時にハイパースペクトルカメラの上に取り付けた GNSS のデータをタ

イムスタンプ付きで保存した。 

 図 31 に示した手順でマッピングを行い，算出したマーカー中心の世界座標と RTK-
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GNSS で実測したマーカー中心の世界座標とのユークリッド距離を位置精度誤差とし

て算出した。9 つのマーカーそれぞれに対して誤差を計算し，平均値を算出した。 

 

 

図 33 マッピング用の GNSS アンテナ 

 

 

4.3.2 実験結果 

各マーカーにおける位置精度誤差を表 21 に示す。レンズディストーション補正の

有無それぞれに対して最大値，最小値，中央値，平均値を表した。画像のレンズディ

ストーション補正なしにおける 9 つのマーカー点における平均誤差は 6.5 cm であり，

最大誤差 10.6 cm となった。 

画像のレンズディストーション補正なし，補正ありによる平均誤差に差は見られな

かった。レンズディストーション補正を適用しても結果に変化が生じなかった理由と

して 2 点考えられる。1 つ目はプッシュブルーム形式においてピンホールカメラを前
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提としたレンズ歪み補正は無効だったという可能性である。2 つ目は本研究の近接撮

影条件（地上 1.5 m）では歪みの影響がほとんど生じなかったという可能性である。

レンズ歪みを無視しても本手法により平均誤差 6.5 cm でマッピングすることが可能

であることがわかった。 

 提案するマッピング手法は広範囲を可視化できると同時に地上解像度 10 cm以下の

詳細なマップを作成できる。Malneršič ら（2016）はブドウの葉の直径である 15 cm 単

位でブドウのスポット防除を行っている [92]。本手法のマップ精度はブドウの可変防

除を行うのに十分であるといえる。近年，レーザー光線による局所的な除草手法など

も研究されている [97], [98]。病害や雑草の分布を高精度にマッピングすることで，農

業ロボットによるマップベースの可変防除も可能となる。ハイパースペクトルカメラ

を使用してマンゴー果実をカウント・マッピングした研究では列ごとに点群データと

してマップを作成し果実数を可視化している [85]。本研究の画像中の点に対して世界

座標を与える手法を応用することで，マンゴー果実１つ１つに位置情報という ID を

割り振ることも可能である。位置情報付きの果実により圃場内の果実数のばらつきや

収穫にかかる時間などを試算することができる。このように圃場マップを作成するこ

とで，人だけでなく農業ロボットが精密なマップをベースとして自律的に可変作業を

行うことが可能となる。 
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表 21 補正なし（Normal）とレンズディストーション補正（DC）それぞれにおけ

る位置精度誤差 [cm] 

  Min Max Median Mean 
Normal 2.8 10.6 7.2 6.5 
DC 2.2 12.5 6.1 6.5 

 

 

4.4 本章のまとめ 

 本章では取得した圃場データのマッピング手法を提案した。開発したマッピング手

法の平均誤差は 6.5 cm であり高精度でマップ化することができた。この精度を用い

れば，農作業の順番を細分化し最適な作業行程を作ることに繋がる。また，圃場マッ

プと作業を結び付けることで農業ロボットによる可変作業の自動化も期待できる。 
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第5章 結論 

 本研究では圃場見回り電動ロボットに関する基礎研究と題して，電動車両の自動制

御，作物情報の自動取得，圃場マッピングを行った。電動車両の自動制御では HEV 用

に作られたパワートレイン機構を再利用して車体を構築し，傾斜・不整地に適応した

速度制御器を考案した。平地実験では速度 7 km/h まで制御できることや速度 2 km/h

未満の制御が不可能であることを示した。傾斜地実験では走行速度 2 km/h に制御で

きることを確認した。操舵制御も RTK-GNSS を用いた従来アルゴリズムを適用する

ことで，実際のワイン用ブドウ圃場において垣根に衝突せずに走行できた。データ収

集・蓄積の基礎研究では無人ロボットに合わせた夜間のセンシング体系を考案し，日

中よりもデータ精度が高いことを示した。本手法は補正の手間が少ないため，人が介

入しないデータ取得のプラットフォームを構築するための基盤技術となりうる。 

 本研究の目的は，圃場見回り電動ロボットの開発であり，農場の情報を自律的に取

得することで農業の完全な無人化を見据えている。夜間センシングにより時間を有効

利用して高精度の分光反射データを蓄積し，統計的な学習を行うことによって最善の

作業を最適時期に行う。夜間センシングの技術は分光反射データ取得のみならず，通

常の RGB カメラにおいても安定した光源を確保できるため，収穫や剪定といったビ

ジョンセンサを用いる作業において，画像認識に活かすことが可能である。 

 今後は傾斜地における操舵の安定性にむけた適応制御を取り入れた操舵制御，ビジ
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ョンセンサを基に操舵を行う手法の開発，実際に可変作業まで行うための圃場マッピ

ング手法の開発などを行う余地がある。 
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