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1.緒論

A.研究の背景

食料は人類が生活する上で必要不可欠なものの一

つである。そのため，狩猟・採集生活から農耕生活

への変遷は人類の成長において重要な位置を占め，

農耕文化の発展が文明の進歩を促してきた。ところ

が，近年では地球の食料の生産能力を上回る人口の

増加によって世界的に深刻な食糧不足が起こってお

り，その解決策を求める研究の必要性が生じている。

また，日本農業においては第 2次，第 3次産業の発

達やそれにともなう若年層の都市流出，農業就労者

の老齢化による農業従事者の減少も大きな問題と

なっている。実際に一戸当たりの経営耕地面積は増

加しているのに対して，基幹的従事者数は減少しつ

づけ， 65歳以上の従事者の割合が増加しているとの

報告もあり九今後の農業生産活動における重労働

からの解放は不可欠である。また，米の輸入自由化

にともなう外国産米と日本国産米の生産コスト格差

も課題となり，生産の低コスト化の必要性も無視で

きない。

これらの問題に対する解決策として，農業機械に

おける作業の無人化・自律化，もしくはオペレータ

支援システム導入の必要性が急務となっている。こ

のような背景から農作業のロボット化・無人化の研

究は行われており，特に施設園芸の分野ではかなり

自動化の進んだ作業もある 2.3)。しかし，人間への依

存度が未だに強く，機械化・自動化が困難な作業も

まだ多く残されている。機械化作業体系の技術的偏

重の原因としては，土地基盤型農業が時間的・空間

的変動を有するオフロード走行を前提とし，更に環

境調整は容易に行えないため，施設関芸の分野では

利用可能な技術もそのままでは適用不可能であるこ

とが考えられる。また，粗飼料生産作業のような数

十ヘクタール以上にもおよぶ採草地における車両位

置の高精度な計測法が未だ確立されていないことは

作業に対するロボット化を極めて困難にしてい

る4)。

B.既往の研究

農業機械の自動化の研究は古くから数多く行われ

てきたが，その多くはそれまで人聞が行っていた作

業の一部を機械に代行させ，オペレータの作業負担

軽減を目指したものであった。そのため，個々の作

業は無人化されていても，すべての作業の統合制御

は人間にまかされており，作業を行う上で依然とし

てエキスパートなオペレータを必要とする5)。この

ような問題を根本から解決するためには，単純に車

両機能を一部自動化するよりも，車両そのものを自

律化する必要があるヘ近年，このような命題を解決

するために自律走行車両の研究が多く行われるよう

になり，施設園芸の分野ではいくつかの成果をあげ

ている 7.8)。しかし，外界環境を制御できる施設園芸

の自律化技術も，多くの外乱を持つ屋外環境では使

用できない場合が多い。

第 lに，施設園芸では行動範囲が限られ，周辺環

境が制御可能であるため，接触式のガイドライン方

式，光や超音波を用いた非接触式のセンサ方式，埋

設ケーフ、ルなどで車両の位置計測を行うことが可能

である。一方，屋外では周辺環境が一定とは限らず，

時間的・空間的な変化をともなうことから，高精度

な車両の位置計測は困難で、あることがあげられる。

また，大規模な計測システムの導入は多くの初期コ

ストを必要とし，本来の目的である低コスト化に反

する結果を招く。第2に使用される環境は時間的・

空間的に変化する。そのため，農用車両を自由経路

で自律化させようと試みた場合，車両の位置計測技

術と並んで，車両の運動特性を把握することが重要

となる 9-11)。しかしながら，実際の問題として屋外で

使用される車両の運動特性は，車輪と路面聞の相互

作用に基づくけん引・駆動特性，コーナリング特性

において1九未だ車両制御技術への応用に耐えられ

るだけの運動モデルは存在しないのが現状である。

また，車両運動制御に対しても操作量の決定には比

例制御や PID制御などの古典制御論を基本として

いる。しかし，車両の運動特性が非線形である以上，

車両の運動を制御する上で，その非線形性を十分に

考慮した制御であることが望ましいは)。同様の観点

から，端らはファジィ制御を用いた操舵制御を行っ

た川。しかし，農用車両は時間的・空間的な変動や非

線形性を著しく含んだ走行となるため，ファジィ制

御のように設計者の主観によって制御則を決定する

ことには限界がある。

以上のような問題が，ほ場作業に対する自律走行

研究の障壁となり，期待される十分な成果を得るこ

とを困難としていた。しかし近年，既述したような

問題に対応することの可能な手法が開発されつつあ

る。屋外環境における位置計測手法の考案はさまざ

まな分野においても必要不可欠な要素である。また，
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実際の物理現象の多くは非線形要素を多く含み，こ

れらを明らかにするための手法も多く考案されて来

ている。以下に，それぞれについて詳述する。

1.位置・方位計測システム

位置・方位計測システムを用いた移動ロボットの

研究は国内外を問わず多数おこなわれ，その多くは

次のような 4種に大別できる 15-17)。

(1) 固定経路方式

(2) 内界情報方式

(3) 外界情報方式

(4) 外部標識方式

(1)の固定経路方式は施設園芸に多く用いられ，地

下埋没ケ一フ命ルの磁界検出方式18，印，19ヘ光電検出方

式2ヘ超音波方式2山 2ヘ}、，等の研究が報告されてい

る礼2九この方式は，位置決め精度，技術の完成度の

面では優れているが，車両の移動範囲や経路が限定

されている点，軌道等施設の設置に経費がかかる点

に問題がある。

(2)の内界情報方式とは，車輸の回転数や，実舵角

を検出し，車両の位置や進行方向を判定する方式で

ある。移動後の車輪回転数や実舵角から現在の自己

位置を相対的に推定するため，初期位置や初期方{立

を正確に知る必要がある。工業分野では研究例も多

いが2口ヘ車輪のすべりなどによる重畳誤差が発生

し，特に方位に誤差を生じやすいという問題もあ

る27)。したがって，このような現象の発生が避けられ

ない農業・建設分野では，本手法を直接使用するこ

とは困難である。工業分野でも方位の検出には他の

手法を併用することが一般的である。方位センサに

は振動ジャイロ，ガスレートジャイロ等のジャイロ

センサもあるが28-3ヘ累積誤差が比較的大きいこと

が問題であり，長時間連続作業を行う農業機械では

問題を生じる。累積誤差のない方位センサには，ジャ

イロコンパスや地磁気方位センサがあるが，前者は

高精度であるが，非常に高価である。その他に航空

機に用いられる慣性航法がある。これは， 3次元に配

置した加速度変換器の出力を 2階積分して 3軸方向

の移動距離を求めて位置検出を行うものである。し

かし，センサの出力が経時的にずれること(ドリフ

ト)による累積誤差があり，農業用としては，精度

的にも価格的にも問題がある。本研究で使用した地

磁気方位センサも本方式に相当するが，詳細につい

ては後述するo

(3)の外界センサ方式とは，人聞が視覚，聴覚，触

覚の情報を利用するものにたとえられる。情報源と

しては作物列，作業跡などを利用するものがあり，

固定経路方式と類似しているが固定的にケープル等

の設備を必要としない点が異なる o 実用化されたも

のとしては，刈り跡の稲株列を接触式のセンサで検

出するコンパインの自動走行例がある。工業分野で

は本方式は多く採用され実用例も多く存在す

る31，3九農業分野の研究例としては，超音波センサに

よりスィートソノレガムの聞を走行する畦間無人走行

管理機や叫，赤外光電スイッチを使用して追従する

畦と車両の相対位置を検出する研究等が報告されて

いる 3九外界情報として，画像処理を用いる方法は多

く存在し3ヘ 2台の CCDカメラを車両に搭載して，

ロータリ耕うん時の既耕地部分と未耕地部分を画像

処理により検出して操舵制御する手法も研究されて

いる 36-38)。画像処理を用いる手法は将来有望な方法

と思われるが，現在のところ識別能力，識別時間な

ど人間の能力には到底およばず，人の目の代わりに

という段階には到っていない。

(4)の外部標識方式は，海上で灯台や特定の星など

を基準に位置を求める手法である。光(レーザー光

等)，電波，音波(超音波等)を媒介として，車両と

標識聞の距離や角度を計測して位置の検出を行う o

信号源の位置で分類すると，灯台のようにほ場の固

定点から信号を送る場合39)，車両から送る場合，固定

局と車両の間で信号のやり取りを行う場合がある。

本方式は光が湿度，音波が風に影響されるため，信

号のやり取りに支障を生じる場合がある。しかし，

作業条件やほ場にかかわらず汎用的に位置検出がで

きる方式として，農業分野でも多くの研究・開発が

進められている。音波を媒体とした研究例としては

エンジンや作業機等の騒音を用いた位置検出法叫，

電波は指向性の等しい 2つのアンテナをほ場に設置

して作業機側から電波を送信し，アンテナが受信し

た電波の方向角を計測して位置を決める方法等があ

る41)。また，本方式は建設機械において多くの研究・

実用事例が見られ，ホイルローダ42)，フ令ルドーザ叫，

夕、ンプトラック叫等の誘導支援システムとして利

用されつつある 45)。本研究で使用した位置計測装置

も本方式に該当する 46)0 

また，最近は以上の手法に加えて，衛星からの通

信電波情報を基にした位置計測システムである

GPS (Global Positioning System)が注目され，こ

れを使用した研究事例も紹介されている 47-49)。しか



14 北海道大学農学部邦文紀要第 21巻第1号

し，現在のところ価格・計測精度においていくつか

の問題も存在し，主に SSCM(Site Specific Crop 

Management) 50)， Precision Farming51
)などに研究

例が見られる程度であるが，これからが注目される

計測装置である。

2.地磁気方位センサ

地磁気方位センサは，地球上どこでも存在する地

磁気を計測する電子コンパスとして機能し，地磁気

の方向を電気的に検出できる。地磁気方位センサを

ジャイロと比較した場合，低コスト，小型，軽量，

ゼロ点のドリフトや累積誤差がなく車両搭載性に優

れているといった長所がある。一方，外乱に弱く，

傾斜によって誤差を生じること，金属製構造物の影

響を受け磁気環境が変化するといった短所も有す

る52)。実用例としては，自動車用ナビゲーションシス

テムがある。しかし，都市高速道路の高架部，橋，

地下駐車場などの鉄製構造物による地磁気の乱れや

踏み切り通過時の車体の着磁等の影響も存在する。

そのため地磁気方位センサを単体で使用するのでは

なく，ジャイロや左右車輪の回転差の計測， GPS等

を併用して互いの欠点を補うような形で使用されて

いる日)。さらに，地磁気方位センサの磁気の乱れや車

体着磁による誤差を補正する試みもされている。こ

れは，車両を旋回させて得られるセンサの出力から

補正値を求め，センサ内のコイルに直接補正電流を

流す方法や叫，車両が90。前後の旋回をするたびに旋

回前後の地磁気方位センサの出力と車輪速度センサ

による旋回角，旋回の向きをもとに地磁気方位ベク

トルの始点を推定・演算し，その点をその後検出す

る地磁気方位ベクトルの始点とするものである。磁

気の乱れや車体着磁などの磁気環境の変化に対して

効果的であったと報告されている 5九また，地磁気方

位センサにジンパ/レ機構を付加することで，センサ

自体を傾斜させないように工夫したものもある。

地磁気方位センサを農業用に使用する場合，自動

車に搭載する場合と比較して取り付け位置の制限が

少なし車体から離した位置に取り付けることで，

車体着磁の影響を抑えることも可能である。しかし，

牧草地のような傾斜したほ場での走行も考慮、しなけ

ればならないため，傾斜補正の必要性は大きくなる。

また，農用車両の使用される環境がオフロード走行

を前提としているため，オンロードを前提とした補

正法の多くがそのままでは使用不可能である。農業

用に地磁気方位センサを使用した例としては，距離

計測輪，障害物検知用超音波センサを併用した芝刈

りロボットがある問。トラクタの自律走行に使用し

た例としては，行本らの研究が報告されている。こ

れは作業第 1行程でマニュアル走行によるティーチ

ングを行い，目標方位を取得する方法で，これによ

り磁気環境の乱れや車体の影響を無視することが可

能となる。その他，履帯車両の自律走行に地磁気方

位センサを使用した例も報告されている問。

3. ニューラルネットワーク

工業分野と比較して非線形性の著しい農業機械を

ロボット化するためには，問題を非線形なまま記述

する手法の導入は必要不可欠で、ある。近年，ファ

ジー.AI (Artificial Intelligence)・ニューラルネッ

トワーク・GA(Genetic Algorithms)に代表される

非線形現象の記述可能な数理工学的手法が研究さ

れ，その成果が蓄積されるにともない，これらの手

法を応用する試みが行われるようになってきた5九

以下，本研究で多く用いるニューラルネットワーク

(以下，本論文を通して NNと略記する)について

概略を示す。

NNは神経団路網を模倣した並列分散型の情報処

理要素である。これはニューロンと呼ばれる多入力

1出力のユニットを網状に何層かに結合させて，連

想記憶・パターン認識および、非線形問題解析への一

手法とするため，注目を集めているo

NNの研究は W.S. McCullochとW.Pittsの神

経細胞のモデノレ化から始められた。その後D.O

Hebbが， Hebbの強化学習則といわれる学習則を発

表し， F. Rosenblattがこれらの原理に基づいてパ

ターンを学習識別する Perceptronについて発表し

たことにより， NNの基礎が確立された。しかし，

M. MinskyとS.Papaertが Perceptronの利用限

界を明らかにしたために，一時この研究は下火に

なったかのように見えた。一方， B. Widrawは

Adalineと呼ばれるパターン分類学習素子を Perse-

ptronとは別個に提案した。この素子は結果的に

Perceptronと等価なものであったが，学習則を最小

二乗平均(L.M. S.)誤差法から導くという点から評

価された。また， D. Mar汀rは小脳の働きとその学習

則に対して一つのモデルを提案し，J.S. Al防bu凶1路sカがf小

脳が Perceptronと同じ機能であるとしたモテデ、ルを

提案した叫6印叫0町)

Back-P叶ro叩pa昭ga討州tiωon川1“(以下 BPと略言記己e)学習法は D.

E. Rumelhartらによって提案されたものても61}，
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フィードパックのない層状回路で，与えられた入出

力関係を満たすように NNを組織化させる一手法

である。その後， T. J. SejnowskiとC.R. Rosen-

bergが英語のテキストを読むことを BP法によっ

て学習させた。 NETalkと名付けられたこのシステ

ムの性能は優れており， BP法の名声を大いに高め

ることになった。

取り扱う対象が強い非線形性を有するため，その

モデルを従来の解析的な手法で記述することが困難

なものに対して， NNによるシステムモデリングの

応用例が，近年数多く発表されている。 Chuは時間

不変系と時変系の二つのシステムの同定に用い，そ

の有効性を明らかにした62)。藤岡らは一定の速度で

走る自動車の車線変更を例にしたドライパモデルに

NNを利用した日)oChenは非線形自己修正適応制御

に対する NNの利用を試みた結果，非線形なプラン

トに対して NNを応用した適応制御の可能性を示

すことができたと述べている刷。

近年は非線形なままプラントを扱うことの可能な

NNを，制御問題に適用する試みが見られるように

なった。 D.Psaltisらは与えられたプラントの制御

にNNを用いるためのモデリング法として，以下の

3法を提示した65)。図 1-1a) の間接学習構造 (In-

dir巴ctLearning Architecture)はフィードブォワー

a) Indirect learning architecture 

b) Generalized learning architecture 

c) Specialized learning architecture 

図1-1 学習構造
Fig. 1-1 L巴arningarchitectures 

ドコントローラに NNを用いて，教師信号 dとプラ

ント出力 yの誤差 ε。=y-dを最小にするように，

制御信号 U を生成するものである。すなわち，これ

は逆プラントの働きをする NNを構築することを

意味する。フィードフォワードコントローラが良好

に学習したとすると， NNはyからプラントの入力

U を生成するように働く。しかし，E=U-tを小さく

することがむを小さくするとは限らず，必ずしも有

効な学習法とはいえない。そこで，以下のような直

接 ε。を小さくする方法と併用される。図 1-1b)の一

般化学習構造(GeneralizedLearning Architesture) 

は全体の誤差 E を最小化することによって， NNに

プラントの逆モデルを構成するものである。学習し

た NNは教師信号 dからそれに近い出力yを生成

するような制御信号 M を出力する。しかし，この方

法では本当に望ましいプラントの入力が未知なた

め，膨大な学習データを必要とする短所がある。一

方，図 1-1c)の特殊化学習構造(SpecializedLearin. 

ing Architecture) は一般化学習構造の問題点を解

決するために用いることが可能で、ある。これは，シ

ステム出力 yが教師信号 dとなる入力 M を決定で

きるようにフィードフォワードに制御を行いなが

ら， NNを学習させる方法である。すなわち，一般

化学習構造がオフラインで学習するのに対して，こ

の特殊化学習構造はオンラインで学習を行う。しか

し，この方法はダイナミックスを直接扱うことにな

るため，あらかじめモデ、lレを作成しておく必要があ

り，プラントのダイナミックスが予測できない場合

には使用できない短所がある。結果として，特殊化

学習構造にあわせて一般化学習構造を用いることを

提案し，山下らはこれをもとに適応制御への適用可

能性を示した66)。工学的な分野では実際に NNを利

用した自律ロボットの研究例が多く見られる。浅川

らは NNを移動ロボット 67，68) に，また， J. S. 

Albus69
)に代表される非線形マニピュレータの制御

問題に対しても NNは利用されている。さらに，自

律ロボット以外にも， Nguyenらのトラックの後

進70)や， Kraftらの CMACと自己修正調整器

(STR) ，モデル規範型適応制御(MRAC)の比較71)

によって NNの有効性が明らかにされている。

NNの学習法として一般的に用いられている BP

法について説明する。これはフィードノてツクのない

層状 NNに対する学習則として 1986年に Rumel

hartらによって提案されたもので，近年の NN研究
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図1-2 ニューラルネットワークモデル
Fig. 1-2 Artificial neural network mod巴l

の発端となったものである。一般的な N 層の層状

ネットワークを図 1-2a)に示した。これは図 1-2b) 

のようなニューロンと呼ばれる多入力 1出力の関数

を1ユニットとして，その関数を多数ネットワーク

状に結合させたシステムであるo 中間層と出力層の

ニューロンの入出力は，

Yj=f(ゐ)=f(L:YiωJ<十め) (1.1) 

と定義される。ここで，f(x)は一般に 2値関数・シ

グモイド関数などが与えられる。本研究では式(1.2)

のようなシグモイド関数を用いることにした。

f(x) =十(1+t叫云)) (1. 2) 

j'(x) =会(x)(l~f(x)) (l. 3) 

ここで， μ。は勾配係数である。教師信号をめとする

ことによって出力層における誤差 Eは以下のよう

になる。

E二~ (Y~D)T(Y~D) (l. 4) 

E=すL:(Yj め)2 (l. 5) 

学習は出カ層のL.M.S.を最小にするように最急降

下法に基づいて結合荷重 ω')l' しきい値 {Jj を修正す

ることによって行われる。結合荷重の修正値をムωJ<

とすると，最急降下法の最も簡単な形は式(1.6)にな

る。

δEδE  
=α一一=α ':...~ f' (xJY

θωJ' めjJ J 

ここで， αは修正係数である。さらに，

δE 
δ=E7fr(め)

とすると，式(l.6)は，

ムωlii==αOjYi (1.8) 

となる。これらの式は一つの教師信号に対するもの

であるが，実際には，いくつかの入力信号と教師信

号のパターンをくり返し与えて学習させる。式を変

形して，忘却項を付加することで最終的な荷重・し

きい値を修正するアルゴリズムは式(1.9)，(l.10)の

(1.6) 

(l. 7) 

ようになる。

印lji(t)=y，ω'ji (t~1) +αOjYi 

(Jj(t) =y' {Jj (t ~l) +α'Oj 

(l. 9) 

(l.10) 

ここで，a，イは荷重・しきい値の修正係数， y，γF 

は荷重・しきい値の忘却係数，tは計算反復回数であ

る。ただし，めが出力層の場合は，

Ôj=~j'(ぁ) (ル ~dJル(1一九)

その他の層では，

Ôj=~j'(ぁ)~ふωJめ (l~YJ

(1.11) 

(1.12) 

となる。

この BP法は NNの学習法として一般的に用い

られている手法ではあるが，近年，誤差曲面が極小

値を持つ場合にはその極小値にトラップされてしま

い，誤差を最小化する結合荷重.しきい{値直を探索す

ることができないという問題が指摘されている7問2幻)

そこでこれを回避する方法として最近，学習回数に

よって修正係数を変える方法や，遺伝的アルゴリズ

ム (GA)を用いる方法73)など，様々な改善例が研究

されている。

C.目的および範囲

本研究は農用自律移動ロボットの知能化を考える

上で必要不可欠な運動制御法(navigation)を考案す

ることを最終目標とした。

まず第 1に， NNを用いることで車両運動を非線

形のまま高精度にモデリングできる方法を提案し，

その有効性を検討した。この運動モデルはダイナ

ミックモデルであることから，農用車両の最適制御

に適用できるとともに，車両の経路計画に利用する
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ことも可能となり，車両の自律化技術に応用できる

ものである。本研究は NNによる車両運動のモデリ

ング法としてオンラインモデリングとオフラインモ

デリングの 2法を考案し，その有効性について検討

した。また，定常旋回時のデータについて従来の線

形モデlレと比較することでこの NNモデルを評価

した。

第2に，モデル精度を評価し，考案した運動制御

法を検証するために自律走行可能な実験車両を試作

した。試作した実験車両は，走行に関する状態量を

計測可能な内界センサを備え，電気的にナビゲー

ションを行うための制御機能を有している。そこで，

本車両を使用した走行実験を行うことで，車両シ

ミュレータを作成し，農用車両自律化における必要

諸元の検討を行った。

第 3に，自律走行車両の運動制御に必要となる車

両方位・位置計測装置の製作および計測手法を考案

した。方位計測に使用した地磁気方位センサは，地

表面上で観測される地磁気情報を基に方位を計測す

る装置である。つぎに，本センサを使用した走行制

御を行うことでセンサの自律走行に対する適用可能

性を検討した。また，傾斜・磁気環境の影響による

地磁気方位センサの誤差発生のシステムを検討し，

NNを使用した傾斜・磁気環境補正法を考案し，そ

の有効性を明らかにした。位置計測システムは CCD

カメラを使用し，車両上に取り付けたマーカを認識，

両眼立体視法により位置検出する手法を採用した。

本システムの場合，基準軸からマーカまでの角度を

高精度に計測する必要がある。そこで，本研究は色

度変換行列， NNを使用したマーカ認識法を考案し，

その有効性を明らかにした。

最後に，車両運動が非線形である以上その制御も

また非線形性を考慮する必要がある。本研究は車両

運動を制御するためのコントローラにも NNを用

いることでニューロコントローラを構築し，追従制

御のシミュレーション・走行実験を行なった。制御

精度の評価に古典制御法として一般的な PID制

御74，75)との比較を行ない，ニューロコントローラの

優位性を明らかにした。また，農用車両の使用され

るほ場は路面特性に時間的・空間的な変動が存在し，

車両の運動特性は常に変化することとなる。このよ

うな状況下において高精度な走行制御を行うために

は，コントローラそのものが路面変化に応じて自己

修正が可能でなければならない。そこで，本研究は

NNの自己修正機能町77)をニューロコントローラ

に適用し，自己組織化の可能なオンラインニューロ

コントローラを作成し，その有効性を車両シミュ

レータを使用したシミュレーションによって検討を

行った。

11.車両運動のモデリング

A. 目的および範囲

車両の運動制御を行う上で，車両運動を高精度に

モデリングすることが前提となることから，本章は

NNによる運動のモデリング法を考案することを目

的とした。 NNによって車両運動のモデリングを行

う上で，対象となる車両の走行実験を行い NNを学

習させる教師データを取得する必要がある。加えて，

構築された運動モデルの妥当性を評価するために

も，実機による走行実験を必要とする。実験方法と

しては，

1.超音波センサを用いて，車両の 3速度成分を時

系列で得る。

2.視覚センサ，光波距離計を応用した位置計測シ

ステムを使用して，車両の位置情報を得る。

3.一定周期で水を路面に噴射することにより，車

両位置として計測する o

などが考えられるが，本研究は最も簡便な 3.の方法

を採用し，水噴射により走行軌跡を時系列で得た。

また，モデルの制御ノfラメータとなる実舵角も同時

に計測した。

車両の走行は，ある始点から終点までの 2点聞の

単純な前・後進移動の組合わせによって記述される。

しかし農用車両は，緒論で既述したように，従来の

ような線形モデルでは制御問題に適用できるだけの

精度を有した車両運動モデルを構築することは困難

である。そこで本章は非線形プラントの同定に有効

である NNを用いることで運動モデルを構築し，そ

の精度を従来の線形モデルと比較した叫7九

B.モデルの構築

1.車両運動の計測方法

a)実験装置

供試車両供試車両として北海道大学農用車両シス

テム工学講座所有のクボタL150IDTを採用した。

供試車両は小型トラクタであり， 2輪駆動， 4輪駆動

を選択できる構造を有しているが，本研究の実験は

2輪駆動で実施した。
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車両位置計測装置 加圧した水を路面に噴射する装

置として，自動車用の燃料噴射装置の電磁弁を流用

した。製作した取付金具によって電磁弁を車両の前

後部に装着し，一定の周期で問弁することによって，

水を噴射させて車両位置を計測した。

実舵角計測装置直動式ポテンショメータをタイ

ロッドに取付け，タイロッドの変位量を測定するこ

とにより，実舵角を得た。供試ポテンショメータは

緑測器附製 LP-200Fである。変位量を計測するた

めに用いた AlDコンパータは八戸ブアームウェア

システム(槻製 12AD-Lである。直動式ポテンショ

メータを前車軸のタイロッドに装着した後の実舵角

と出力電圧の関係から校正直線を求めた。ここで，

実舵角は右方向を正とした。この結果，実舵角の使

用可能範囲は -25~+30。が適当であると判断され，

その誤差のR.M.S.は約1.2'であった。したがっ

て， NNはこの実舵角領域の走行データを学習させ

ることができる。

b)実験方法

水噴射はラップトップコンピュータによって実舵

角計測用のポテンショメータと同期させ， 500 ms毎

に行なった。供試ラップトップコンビュータはエプ

ソン附製 PC-286LE-STDを使用し，ポテンショ

メータおよび電磁弁への電力は供試車両のバッテり

から供給した。

実験は以下のように条件設定し，北海道大学農学

部裏テニスコートの舗装路面において行なった。

定常円旋回

走行速度 0.5~2.0 m/sの 0.5m/s刻み，実舵

角一25~十30。の 5。刻み

正弦曲線

走行速度 0.5~2.0 m/sの0.5m/s刻み，振幅

0.2~0.8 mの0.2m刻み

直角旋回

走行速度 1.0~2.0 m/sの0.5m/s刻み

車線変更

走行速度 1.0~2.0 m/sの0.5m/s刻み

任意走行

走行速度1.0m/s 

位置計測は供試路面に座標系を設定して，巻き尺

を用いて行ったが，計測誤差のR.M.S.は位置は約

2.1 cm，方位が約 0.02radであった。

c)データ変換方法

実験で得られた車両位置は，供試路面上に描かれ

た座標系によって計測されたものである。これを

NNの教師データとして利用するために座標変換を

行った。まず，走行の時刻 k=Oにおける車両の重心

位置・方向を基準とする座標系に変換した。ここで，

座標軸は k=Oにおける車両の前進方向を x軸，そ

の右方向を y軸，そして x軸から原点目りの右回転

をφの正方向に設定した。この変換により全走行

データについて統一的に地上座標系が設定されるこ

とになる。この変換の結果，各時刻毎の位置座標(x，

y，φ) kとそれらの差から地上座標系の 3速度成分

(vx， Vy，ω) kが得られる。さらに，これを式(2.1)を

用いて図 2-1に示したような車両座標系の速度成分

に変換し，教師データとして用いることにした。

y， 

[1i叫叫 oli1Vyk十11=1-sinφk -cosφk 0 1 1 Vyk 

ωれ 1 ) 0 0 1ωh  

TX 
図2-1 地上座標系と車両座標系

(2.1) 

x 

X".， 

Fig. 2-1 Ground and vehicle coordination 

2. モデルの構造と学習

車両運動を記述するためには，微分方程式による

運動方程式を用いることが一般的である。しかし，

農用車両のようにその運動の非線形性が著しい場合

は，安定した解を得るために方程式を線形化しなけ

ればならない。しかしそのような手法では，オフロー

ドを走行する農用車両の運動を高精度に記述するこ

とは困難で、ある。そこで、本研究は NNを用いること

で車両運動を非線形なまま表現させることにした。

本研究で使用した NNの構造を図 2-2に示した。

入力層には車両の状態ベクトルである Zk== (vx， vy， 

ω)kと制御ベクトルである Uk=(ψ，ムψ)kの 5ユ

ニットを，出力層には 1秒後の状態ベクトノレ Zk+lを

出力する 3ユニットを設定した。また，中間層の層

数・ユニット数は試行錯誤的に 2層・各 5ユニット
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Input layer Hidden laye四 Outputlayer 特徴は，あらかじめ決定された走行スケジュールに
Steer angle '1'， νh  基づいて車両を制御することが可能なことであ

Change ofsteer angle 4'1'， 

x-velocity Vx.t 

Vyk+' る80-8九これはこのモデルによって決定された走行

ωH  スケジューノレ通りに実機を走行させることを前提と

y-velocity 

Yaw rate 

Vy， 

(j) 
k 

2二ニヨ Ne回 1Networkト→z"，

図2-2 NN車両運動モデル
Fig.2-2 NN v巴hiclekinematic model 

と決定した。ここで用いた車両の並進速度成分 Vx，

Vy はそれぞれの時刻毎の車両座標系に変換したも

のである。このように時系列状態量を入出力に用い

ることにより，このモデノレにダイナミックな特性を

持たせ，学習した地上座標とは無関係に使用するこ

とが可能になる。また，1秒毎の実舵角変化量ムψを

入力したのは運動の連続性を考慮、したことに起因す

る。

本研究は運動のモデリング法として 2種類の手法

を提案し，それぞれオフラインモデリング法とオン

ラインモデリング法と呼称することとした。作成さ

れたモデルは共に運動の順モデ/レである。図 2-3a) 

のオフラインモデリング法は NNの利用法として

一般的に用いられている非線形プラントの同定法を

応用したもので，教師データをオフラインで学習さ

せることによって車両の運動を表現する結合荷重を

得る手法である。これによって作成されたモデルは

初期の状態ベクトル z。を与えるだけで，その再帰的

な入力と時刻毎の制御ベクトル Uたから車両の離散

的な運動を知ることができ，任意の時刻の車両の状

態を一義的に決定できるモデルである。本モデルの

a) Offiine modeling 

b) Online modeling 

図2-3 車両運動のモデリング手法
Fig. 2-3 Modeling method of vehicl巴 kinematics

して，オフラインモデルをシミュレータとして機能

させることを意味する。しかし，実際の制御問題を

考えた場合，このモデルでは外乱に対応できないと

ともに，学習データ以外の走行条件では誤差の増加

する欠点がある。

一方，図 2-3b)のオンラインモデリング法はオフ

ラインモデリング法で作成された荷重を初期値とし

て，時刻毎の車両の状態ベクトルをさらにオンライ

ンで追加して学習させる手法である。

このモデリング法は NNの学習機能を利用して

自己修正することが可能となるため，オフラインモ

デリング法の欠点を補える。したがって，このモデ

リング法は 1秒後の状態しか記述できないものの，

路面状態の時間的・空間的な変化に対しても自己組

織化することが可能なモデリング法である。ただし，

このモデリング法は前向き実行しながら学習を行う

ため，その学習係数の設定が不適切であると極小値

にトラップしてしましh 制御成績が低下する危険性

も持ちあわせている。

図 2-4にオフラインモデリング法，オンラインモ

デリング法それぞれの実行フローチャートを示し

た。

運動モデルの学習には BP法を用い，修正係数 α，

dには 0.6，忘却係数 γ，γFには 0.9を採用した。

学習データは設定速度 0.5m/s，周期 10m，振幅

0.4， 0.6， 0.8 mの正弦曲線を走行したときの約 20

秒間の時系列データをシーケンシャルに並べたもの

を使用した。したがって， 3種類の走行ノfターンに対

してそれぞれ約 20組の学習データが得られるので，

合計で約 60組の学習ノfターンに対して約20，000回

の学習を行なったことになる。学習後の NN出力

Vx， Vy，ωの学習結果を図 2-5に示した。横軸は実

機実験で得られた走行結果，縦軸は同一条件の NN

出力である。すなわち，これらの出力が一致するこ

とは構築された運動モデルが車両運動を高精度に記

述していることを意味する。また，白丸は学習に使

用した正弦曲線走行，黒丸が学習に使用しなかった

定常円旋回走行に対するモデル出力である。誤差の

R. M.S.を比較した結果，x方向速度内，y方向速度

Vy，ヨーレート ωに対していずれも学習データ，未
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学習データともに同程度の誤差であることが明らか

になり，またその誤差が学習データの計測精度と競

合する範囲であることから，運動モデルは十分な精

度を有しているものと判断された。

C，モデルの評価

1，モデリング法による精度評価

作成された運動モデノレが，学習に使用した走行

データをどの程度表現できるかを検証することでモ

デルの有用性を検討した。検証に使用した走行パ

ターンは走行速度 0.5m/s，振幅 0.6mの正弦曲線

走行で，オフラインモデリング法で作成されたモデ

ル出力を車両の走行実験で得られたデータと比較す

ることにより行った。加えて，運動モデルを構築す

る場合に追加学習を行うことで精度の向上が可能で

to posltlon 

(x，y，ゆ)酔1T

Measured data 

uk=('I'，L1'1')制

あるかを調べ，さらに本研究で提案したもう一つの

モデリング法であるオンラインモデリング法につい

てもモデル精度の評価を行った。評価に使用した走

行を行ったときにオペレータが操作した実舵角の時

間的推移はすべて同一で各国中に示したとおりであ

る。

すべての出力結果は図に示した実舵角を用いて計

算させた。モデル精度の評価はそれぞれの出力速度

を式(2.2)を用いて地上座標系の車両位置に変換し

た走行軌跡，モデル出力である車両座標系の走行速

度の誤差，およびその標準偏差を用いることにした。

Yk+l 1=1 Yk 1+叫 cosφ0|u|(22)
[ゐ )11「osφsmφOl[U

φk+l J ふ o 0 1 Jωh 

topOSltJon 

(XJゆ)k'}

a) Offline modeling b) Online modeling 

~ 60 

き55
= 
雪50
0 

~ 45 

'o 40 
b 
535 

~ 30 

図2-4 NN車両運動のモデルの実行フロー
Fig. 2-4 Execution flow chart of NN  vehicle kinematic model 
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図2-5 NN車両運動モデルの学習結果
Fig. 2-5 Learning results of NN vehicle kin巴maticmodel 



いる状況であり，この操舵動作はヨーレート ω の正

負を変化させる状況にある。このような学習ノfター

ンは全パターンのうちで 5パターンしかなしこの

領域の学習の不足が誤差を増大させたものと判定さ

れた。

b)オンラインモデリング法のモデル精度

図 2-7はオンラインモデ、ルで得られた走行軌跡と

誤差の推移を示したものである。このモデリング法

は，各時刻の計測値である速度成分と NNの出力値

で逐次学習を行うものである。当然のこのとながら

前述のオフラインモデルよりも精度の向上が認めら

れる。また，誤差の推移からも，オンラインモデ/レ

はオフラインモデノレよりも高精度に車両の運動を記

述していることが明らかになった。このモデリング

法の精度の高い理由には，逐次学習効果以外に 1秒

毎の入力に真の速度成分を用いていることが考えら

れる。実際に本モデリング法を使用して車両を制御

する場合には，リアルタイムで車両のほ場内位置を

計測可能であることが要求され，デドレコニング等

の位置計測技術との併用が必要となる。

本研究は同様に学習に使用した振幅 0.4， 0.8 m 

の走行についても検討を行なった。その結果からも

オフラインモデリング法に対しては追加学習を行う

ことによる精度の向上主オンラインモデリング法を

用いた効果が認められ，これらの有効性が明らかに

なった。
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a)オフラインモデリング法のモデル精度

図2-6はオフラインモデルで得られた走行軌跡を

実機の走行実験で得られた走行軌跡と比較したもの

である。運動モデルは既述したように l秒毎の実舵

角 ψとその変化量ムψを逐次入力して， 1秒後の車

両座標系における速度成分 Vx，vy，ωを出力するも

ので，走行軌跡は式(2.2)の通りこの出力を地上座標

系に変換し，積分操作を行うことにより得られる。

この運動モデルの場合，出力された速度成分が再帰

的に入力されるため，初期速度 VxO，vyo，ω。と各時

刻の実舵角 ψ，実舵角変化量ムψを与えることで連

続した走行を表現することが可能である。

本結果から，走行後半に誤差の増加が見られ，終

端の位置で約 0.7mの誤差を生じた。これは全走行

距離の約 7%である。しかし，走行前半は実機の走行

とモデル出力は良好な一致が見られ， NN内部に車

両運動を表現した荷重・しきい値群が形成されてい

ることが確認された。そこで，走行後半の誤差原因

を解明するために，モデル出力である車両座標系に

おける速度の誤差推移を検討してみた。図 2-6の下

に実機の走行実験によって得られた車両座標系にお

ける走行速度と運動モデルの出力速度の誤差の推移

を示した。この図より約 7秒目と約 17秒目に誤差の

大きな部分があり，この部分の誤差が走行軌跡に変

換する積分操作によって重畳し，最終的に前述の位

置誤差を生じさせたものと判断された。このときの

操舵動作を確認すると，実舵角 ψの正負が変化して
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2，モデルの汎化性

NNによるモデリングで一般的に問題となること

に，作成されたモデルの汎化性の有無がある 8九すな

わち，構築された運動モデルが学習に使用しなかっ

た走行に対しでも表現されるものかどうかは重要な

検討課題であり，ここではモデルの汎化性を調べる

ことにした。使用した走行ノfターンは学習ノfターン

を得たのと同様の走行実験によって得られた，走行

速度 0.5m/sの直角旋回走行である。また，使用し

た運動モデルはオフラインモデリング法で構築され

たものである。図 2-8は左旋回を行ったときの運動

モデルと実機の走行実験で得られた走行軌跡を比較

したもので，その時の実舵角の時間的推移と誤差推

移も図中に示した。この結果から 29秒後の車両位置

で約 0.9mの誤差が明らかになった。誤差推移か

ら，この原因は運動モデルの x方向速度が全体的に

約 3cm/s程度大きく出力されており，この誤差が

重畳して最終的な位置に誤差を生じたものと判断さ

れた。これは運動モデルが一定の速度で学習されて

いるため，x方向速度の学習はほとんど行われてい

ないにもかかわらず，この走行パターンの設定速度

は学習したときの設定速度と若干異なっていたこと

-8 
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函2-8 NN車両運動モデルの汎化性と実験データの比較
Fig. 2-8 Comparison of NN vehicle kinematic 

model in generalization and experimental 
data 

10 20 25 

が原因と考えられる。この誤差要因を回避するため

には，運動モデルを構築するために用いる学習パ

ターンに走行速度を変化させたデータを加えて，走

行速度の変化にも対応できる運動モデノレを構築する

ことが必要でーある。しかし，他の y方向速度，ヨー

レートに対しては学習に使用していないパターンに

もかかわらず，学習データと同程度の誤差であるこ

とから，この運動モデルは十分な汎化性を有してい

ると判定した。

3，物理モデルとの精度比較

本章で既述したように従来の運動モデルは線形化

された運動方程式を用いることが一般的であった。

しかし，本研究は車両運動が非線形であるとの見地

から，非線形写像の記述に有効である NNを用いる

ことで，車両運動を非線形のままモデノレ化する方法

を提案した。そこで，本研究で構築された NNによ

る運動モデルが，これまでの線形関数を用いた運動

モデlレと比較して精度の点で優れているかを検証し

てみた。手法としては走行速度 0.5m/sの定常円旋

回を行ったときの実機による走行実験結果をもと

に，極低速車両が定常円旋回したときの線形関数を

用いた運動モデルと NNを用いた運動モデルの出

力誤差を比較することとした。以降，線形関数を用

いた運動モデルを物理モデル， NNを用いた運動モ

デルを NNモデルと呼ぶこととする。

本研究で用いた物理モデルは一般的に用いられる

図 2-9に示したような平面 3自由度の 2輪車モデル

である。車両運動を定式化すると式(2.3) ~(2. 7)で

表される。

m Vy= -fry-/ry-mvxω 

lxω=ーから+Zrfry 
x = vxcosφ-vySinφ 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

。

30 

y 

図2-9 線形化関数を用いた車両運動モテツレ
Fig. 2-9 Kinematic model using linear functions 
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y二 vxsmφ十vycosφ(2.6)

φ=ω(2.7)  

定常円旋回の場合は，vx=O，むy=O，ω=0となる。

ここで，Vx， Vyは一般に用いられる線形化操作86)

により式(2.8)，(2.9)になる。

Vx
二 U (2.8) 

vy二 Uβ (2.9)

また，前・後輸の横力fry，fryは式(2.10)，(2.11)で

表される。

fry=2kf( ψ十β+lfω/v) (2.10) 

fry=2 kr(β んω/v) (2.11) 

式 (2.8)~(2.11) を式 (2.3) ， (2.4)に代入して整理す

ると，式(2.12)，(2.13)を得る。

2 (kf+kr)β+{mv十2(kfιムlr)/v}=2kfψ 

(2.12) 

(kflf-krlr)β十{(k九一川/v } = kflf1t (2ω 
式(2.12)，(2.13)を横すべり角 βとヨーレート ω

について解くと，式(2.14)，(2.15)が導かれる。

ff， m 1， ?¥ J， m 左d.こkrlr，，2¥1 
β=iVE7J7U2)/(1一 21~ kfkr リj

か (2刊

f， J， m krlr-krlr ¥) 
ω二 t1/~ 1-2'í~ 旦U7円2)L:ψ(2.15)

比較に使用した物理モデルは従来からトラクタの

運動モデルで適用される走行速度 v:o-Oとみなし

て，式(2.14)，(2.15)に走行実験で得られたデータ

を入力することで求めたものである。一方， NNモ

デルは定常円旋回時の実舵角 ψ，速度成分 Vx，Vy， 

ヨーレート ω とともに実舵角変化量ムψ二 Oを入力
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することで得られた出力値を使用した。本研究では

これらの出力と実験で得られたデータの誤差を比較

することで精度の評価を行なった。

図 2-10は Vx，Vy，ωそれぞれに対する結果を示し

たものである。この図より ，x方向走行速度 Vxに対

して，実舵角がO。付近に誤差が生じている。しかし，

NNモデルと物理モデルの両者に同様の誤差が見ら

れるため，これは実験データの計測誤差であると推

察されるo その他の部分では両者に有意差は認めら

れないoy方向速度 vy に対しては実舵角が大きくな

るにつれ物理モデルの誤差は増大しているのが明ら

かになった。これは実舵角が大きくなるにつれ，車

両運動に横すべりなどの非線形要因が強く影響する

ため，非線形運動を表現することの不可能な物理モ

デルの誤差が増加したためと判定された。さらに，

両者の誤差の平均からも NNモデルが2.7cm/sで

あるのに対して，物理モデルが 4.3cm/sと， NNモ

デルが誤差を約 63%におさえることが可能である。

ただし，実舵角が 25
0

付近の走行に対して NNモ

デルの誤差が増加している。原因は， NNを構築す

る際に使用した学習データにこのような大舵角を要

求する走行が存在しなかったことによるもので，学

習した走行範囲であれば内挿することが可能である

が，学習範囲外に対する外挿は困難であることが明

らかになった。一方，ヨーレート ωに対しては物理

モデルの方が NNモデルよりも良好な結果である。

しかし，両者の誤差範囲は共に 0.04rad/s以内であ

り，実験の計測精度と競合する範囲であることから，

両者には有意差はないものと判定された。以上の結

果から NNは非線形性の著しい y方向速度に対し

て従来の線形化操作を行なった物理モデルよりも高

a)x.・velocityVx b)y-velocity vy c) Yaw angular velocity ω 

図2-10 NNモデルと物理モデルの出力誤差の比較

Fig. 2-10 Comparison if output error between NN model and physical model 



24 北海道大学農学部邦文紀要第21巻第 1号

精度に車両運動を記述することができると判定され

た。

D. まとめ

農用車両の走行制御を行うためには制御対象とな

る車両自身の運動特牲を明らかにする必要がある。

しかし，オフロードを走行する農用車両の運動はオ

ンロードを走行する車両と比較して著しい非線形性

を有し，従来一般的に使用される線形化を用いた手

法では十分な精度で記述することは困難であった。

また，オフロードにおける走行は時間的・空間的変

動を有するため車両の使用される環境を考慮、したモ

デリング法の考案は必要不可欠である。

そこで，本研究は非線形動力学モデルに適用可能

なNNを使用することで車両運動を非線形なまま

記述する 2つの順モデルを考案し，それぞれオフラ

インモデル，オンラインモデルと呼称した。オフラ

インモデルは初期の状態量を与えるだけで，出力の

再帰的な入力と各時刻の操作量より， 1秒後の状態

量を出力するモデルである。本モデルはあらかじめ

与えられた走行スケジュールにより走行可能であ

り，車両運動を記述するシミュレータとして使用す

ることが可能である。一方，オンラインモデルは各

時刻の状態量と操作量を与えることで 1秒後の状態

量を出カするモデ、ルである。本モデルは各時刻毎の

状態量が入力されるため， NNの学習機能を活用し

て運動の時間的・空間的変動にも適応可能である。

そこで，モデル作成用走行実験を行い，それぞれの

モデル精度の評価を行った。その結果，オフライン

モデルは学習に使用した走行パターンに対して， y 

方向速度で 3.4cm/s，ヨーレートで 0.035rad/sの

最大誤差で車両運動を記述可能であるだけでなく，

学習していない走行に対しでも 4.6cm/s， 0.030 

rad/sの最大誤差で記述可能であった。また，オフラ

インモデノレは重畳誤差のため， 22秒間の走行終端に

おいて 80cmの誤差が生じたのに対し，オンライン

モデルを用いることで 36cmの重畳誤差に抑制さ

れることが確認され，本モデルの逐次学習効果が確

認された。

さらに， NNを用いた運動モデルの有効性を明ら

かにするために線形化手法を用いた物理モデルとの

精度比較を行った。両者の差は特に非線形性の著し

い大舵角領域に現れ，物理モデルは y方向速度に対

して最大 4.3cm/sの誤差であったのに対し， NN 

車両運動モデルは最大 2.7cm/sとなった。これは

NN車両運動モデルは横滑りを考慮していない物理

モデ/レよりも高精度に車両運動を記述可能であるこ

とを示す。

以上の結果より，農用車両をロボット化するうえ

でその運動を非線形で取り扱うことの必要性が明ら

かとなった。また，車両運動を時変システムとして

モデJレ化する手法を明らかにした。

III.実験車両の試作

A.目的および範囲

一般的に，車両の走行制御法の開発はコンビュー

タ上のシミュレーションで行われるが，その有効性

の検証は実機を用いて行う必要がある。しかし，人

聞が操作することを前提として設計されたトラクタ

を自律走行可能にするためには，多くの技術的課題

を解決しなければならない。そこで，農用車両の自

律化の有効性を明らかにするために，これまでの研

究成果を検証し，走行に関する状態量の計測可能な

内界センサと制御系を備えた実験車両の試作を行っ

た。また，この試作車両.を用いた走行実験を行い，

試作目標を満足する車両が開発されたことの検証を

行った。さらに，この走行結果を基に車両シミュレー

タの製作を行った87-89)。

B.試作車両の設計概要

1.設計概要

試作車両は IIの走行実験に使用したクボタ

L 1501 DTの寸法諸元と一致させることを目標に設

計を行った。また，前章までのシミュレーション結

果に基づいて計測項目・計測方法および制御項目を

以下のように設定した。

1.計測項目

車軸回転速度 ロータリーエンコーダ

ヨーレート 地磁気方位センサ

車両位置視覚センサ位置計測装置

実舵角 ポテシショメータ

駆動トルク ストレインゲージ

2.制御項目

クラッチ リニアドモータ

プレーキ 電磁ブレーキ

ステアリング ステッピングモータ

エンジン停止 スイッチ

これらの項目を考慮、した上で，使用機関，後車軸径

を選定した。

車両の走行抵抗 Rγは式(3.1)を用いて計算され
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る。

Rγ=CrW (3.1) 

走行路面の条件としてあまり走行抵抗の大きくない

路面を設定し，Cr=0.20を採用した。そのため，走

行抵抗 Rr二 392.4N となった。また，前車輪の半径

rf=0.44 m，走行速度 v=2.0m/sとすると，車軸の

回転速度 naは式(3.2)を用いて，

60 v nn二 τ一一二64rom
山乙7lrf

車軸トルク Taが式(3.3)より，

Ta
二 rfR= 172 . 7 N . m 

車軸出力 N戸は式(3.4)より，

つ押剖 T 
=一一~~~a=0.78kW (3.4) 

1000 

以上の計算結果から，動力の伝達効率などを考慮し

て2kW以上の機関であれば十分であると判定さ

れ， 50%の余裕を考慮して機関出力が 3kWの火花

点火機関を使用することとした。スロットルの開聞

は手動で行うものとした。

後車軸径は駆動トルクを計測するために使用する

スリップリングの許容軸径から d二 30mmと設定

した。この車軸径が既述した走行抵抗を満たさなけ

れば，車軸が破損する可能性があり，走行は不可能

となる。そこで，設定した後車軸径がこの条件を満

たすか確認した。使用した材料は軟鋼で許容ねじり

応力 τ=3.92X107N/m2，横弾性係数 G=7.95X

1010N/m2 とし，後車輪径 rγ=890mm，車軸回転数

64 rpmを使用した。最大車軸トルクは式(3.5)より，

(3.2) 

(3.3) 

_-13 

Tn=丘三;-r=208 N 'm 
16 

式(3.6)を用いることで，許容走行抵抗は，

Rγ=与=467N>392.4 N (3.6) 

この値は，式(3.3)の走行抵抗より大きいため，後車

軸径は設定値で十分と判断した。

以上の計算結果をもとに構成部品の選定を行っ

た。使用した変速機・クラッチはパインダ用の前進

3段，後進 1段のもので，変速機の操作も手動で行

う。前輪アクスルはアッカーマンリンク付きの小型

農用トラクタ用アクスルを，後車軸デファレンシャ

Jレは減速比 1: 4の普通乗用車用デブアレンシヤ/レ

ギアを流用した。

(3.5) 

2，計測・制御システム

車両の計測・制御には日本電気俳)製のパーソナJレ

コンビュータ PC9801 Tを用いて行うため，各部を

電気的に操作できる必要がある。そこで，各計測・

制御装置を図 3-1のように配置し，コントロール

ボックスを介して，コンビュータに接続した。以下

に計測・制御項目と計測装置の概要を示す。

1.計測装置

車軸回転速度:左右の駆動軸の回転をタイミン

グベルトで3倍に増速して取り出し，オムロ

ン開製の 1回転 100パルスのロータリーエン

コーダE6A2-CS3Cを用いて計測した。ロー

タリーエンコーダ 1パルスあたりの後輪の移

動距離は，すべり率 0%9.3mmとなる。

実舵角:左右前輪キングピンにカップリングを

介して，緑電気附製ポテンショメータ CPP

35を取り付け，電圧 5Vを入力したときの

出力電圧を計測した。

駆動トルク:後車軸にストレインゲージを取り

付け，スリップリングを介して電圧値として

計測した。

車両方位:車体上部に装備したトキメック側製

地磁気方位センサ MASS-50を使用した。

走行速度 :SONY閥製 CCDカメラ XC-711を

使用した位置計測装置，もしくは車両の左右

山繭 g 長量

監竺ヱ旦竺生E
110 board 

Brake 

|Electo-magnetic brake I+Relay switcb 

Emergency stop 

「一寸函ー剛削吋-Relay switcb 
Steering angle 

Potentio meter 

Vehicle direction 

Geomagnetic sensor 

Inclination 

Clinometer 

図3-1 試作車両の計測・制御システム
Fig. 3-1 Measurement and control system of 

model vehicle 
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後車輪匝転数・方位データから推定を行った。

2.制御装置

クラッチ:操作レバーにリンクを介して取り付け

たオリエンタルモーター附製直動式モータ 4

LB20l-lVIALによって操作を行った。

ブレーキ:三木プーリ附製電磁ブレーキ 111-16，

24 V駆動，静摩擦トルク 88N.m，動摩擦ト

ルク 76N.m，を使用した。

ステアリング:前輪アクスルのドラッグアームを

操作することで操舵を行う。動作にはオリエ

ンタノレモータ附製，分解能 0.72
0

，定格電流

l. 4 A/相の 5キEIステッピングモータ

UPD569を使用し，十分なトルクを確保する

ために減速機を介して装着した。

コントロー/レボックスは電源・リレー等を内蔵し，

計測・制御信号をコンビュータで操作できるように

構成した。操舵部はコンピュータで計算された回転

パルス数をパルスモータに送信し，そのパルス数に

応じて，モータは回転するo パルスモータの回転角

が匝転限界を超えてしまうと操舵系リンク等を破損

してしまう恐れがある。そこで，操舵用減速機出力

軸端にオムロン株)製近接スイッチ E2E-X8lVIDlを

装着して，操舵限界に透した場合にはモータを停止

させる機能を付加した。クラッチ操舵部は動作信号

を直動式モータに送り，クラッチレバーを操作する。

クラッチレバーの張力に抗するために，クラッチ停

止時には直動式モータに電磁ブレーキが作用するよ

うに工夫した。また，この直動式モータの動作範囲，

出力が過大であったことから，可動範囲両端にリ

ミットスイッチを取り付け，動作の制限と動作時間

の短縮を図った。後車軸回転数は後車輪に取り付け

たロータリエンコー夕、の出力を自作カウング回路を

用いて計測した。その他の制御系はI!uボードを用

い，計測系は A!Dボードを用いた。また，不測の事

態に対する安全性の確保のために，試作車両のすべ

ての回路において，電源が切れた場合，もしくはコ

ンピュータが動作しなくなると，自動的に車両を停

止させるようにハード面から考慮した。以上の機能

を車両に持たせるために，電源供給用の出力 12V 

のバッテリ 2個と本田技研工業(槻製 900Wの発電

機 EX900を車両前部に配置した。試作した車両を図

3-2に，また，概略図を図 3-3に，主要諸元を表 3-1

に示した。

また，実舵角キャリプレーションを行った結果よ

り，試作車両は実舵角を:t35。の範囲で計測・制御す

ることができ，前主主までに作成した車両運動モデル

よりも多様な走行が可能となることが明らかとなっ

た。

C.試作車両の走行試験

試作車両の仕様および機能を確認するために走行

図3-2 試作車両
Fig. 3-2 Model vehicle 

① Pulse moter 
② Potentio meter 
③ Rotary encorder 
④ Engine 
⑤ Electric cylinder 
@ Transmission 

⑦ Electro-magnetic brake 
③ Marker 
⑨ Geomagnetic sensor 
⑮ Wireless modem 
⑬ Clinometer 

図3-3 試作車両の概略図
Fig. 3-3 Schematic diagram of l110del v巴hicl巴



石井一暢:農用自律移動ロボットのナビゲーションに関する研究 27 

表3-1 試作車両の主要諸元
Table 3-1. Main dimensions of model vehicle 

Speed Forward 0.40~1. 21 [m/s] 

Backward 0.43~0. 92 [m/s] 

Mass 392 [kg] 

Front 262 [kg] 

Back 130 [kg] 

Wheel base 1，400 [mm] 

Tread 900 [mm] 

CG height 512 [mm] 

Distance from CG to rear axle 466 [mm] 

Minimum turning radius 2 [m] 

Maximum steer rate 7 ["/s] 

Maximum steer angl巴 35 [，] 

CG: the center of gravity 

実験を行った。また，本実験のデータを使用して II

と同様に車両運動モデルを構築した。

試作車両はリモコンを用いてマニュアルで操作す

ることと，あらかじめスケジュールした操舵情報に

基づいて走行させることを基本性能としている。そ

こで，車両走行実験用ソフトウェアを作成した。こ

のソフトは大きく二つの部分に分けられる。一つは

自動走行を行いながら車両の状態を 1秒毎に記録す

るモジュールである。車両の状態の記録は IIと同様

の手法を用いた。ソフトはあらかじめ決定した実舵

角の時系列をファイルから読込み，これに従って 1

秒毎に操舵を行う。車両の各ノfラメータ計測は操舵

と同期して行った。車両は予定した走行を終えると，

マニュアル制御に移り，リモートコントローラを使

用して走行することが可能となる。

そこで，供試走行路面として北海道大学農学部裏

テニスコートの舗装路面を使用して， 6種，各 20秒

間の走行を行い，車両運動モデルを構築した。NNの

構造は IIの運動モデルと同様で、ある。約 15，000回の

学習を行った結果，x方向速度に対してあまり学習

は行われていないものの，y方向速度・ヨーレートに

対しては誤差のR.M. S.が学習データはそれぞれ

1.08 cm/s， 0.04rad/s，未学習データは 1.06cm/s， 

0.0l3rad/sであり，再現性・汎化性ともに十分な精

度を有していることが明らかになった。

そこで，本モデルの汎化性を車両の走行軌跡を用

いて確認した。図 3-4は未学習走行ノfターンに対す

る実機と運動モデルの走行軌跡，実舵角の時間的推

移，誤差推移を示したものである。走行軌跡の比較

E・5「;?Lムヂ l1x 
.::. I!""rてアー一一『てアー y 

S 122」で口ロハ Experiment¥d酬が
S I V J 山 4f伊 静 静 摂 恒 慎 信 担 「

l 群伊 'NNmodel。。 5 10 
Dis岡田[m]

-'-色、金一ー'

v 

10 15 
Time[s] 

図3-4 未学習データに対する NN車両シミュレータと
実験データの比較

Fig. 3-4 Comparison between NN vehicle simu. 

lator and experimental data in untrain巴d

data 

から，車両シミュレータは良好な汎化性を有してい

ることが明らかとなった。また，誤差の推移から，

極端に大きな実舵角を必要としない走行では，良好

な出力精度を示すことが明らかとなり，本車両シ

ミュレータが車両運動を高精度に記述していること

が確認された。

D.まとめ

本研究結果を検証するために，農用車両をロボッ

ト化するうえで必要十分な計測・制御機能を有した

実験車両の試作を行った。

試作車両は実際の小型農用車両の寸法諸元と近似

することを目標に設計を行い，輪距 900mm，軸距

1，400 mmとなった。供試機関は最大出力 2.9kW，

常用出力 2.2kW，常用回転数 1，700rpmの火花点

火機関を使用した。自律走行を行うためには，コン

ピュータで走行制御可能である必要がある。そこで，

計測・制御装置を電気的に操作可能となるように配

置した。車両の方位・ヨーレートは地磁気方位セン

サで計測を行った。実舵角はキングピン上部に取り

イ寸けたポテンショメータを用いて計測する。ブレー

キは電磁プレーキを，クラッチはリニアドモータを

用いて操作した。操舵制御には減速機とリンクを介

して，パルスモータによる駆動方式である。さらに，

後車輪回転数，後車軸トルクも計測可能である。そ

のため，デットレコニングによるナビゲーションも

可能でbある。

試作車両の仕様および機能を確認するために自動

走行実験を行い，車両シミュレータの作成を行った。
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その結果，試作車両はあらかじめ計画された操舵時

系列により予想される走行経路を走行可能であり，

各センサ，アクチューエータ類が正常に動作するこ

とが確認された。また，自動走行によって得られた

データから作成した車両シミュレータは，人間の操

作による実舵角変動がないため，y方向速度，ヨー

レートそれぞれの誤差のR.M.Sが学習データは

l. 08 cm/s， 0.04rad/s，未学習データは 1.06cm/s， 

0.013 rad/sと，人間の走行を用いた場合と比較して

高精度な車両シミュレークが作成可能となった。

以上の結果より，農用ロボットに最低限必要な運

動機能を明確にすることができた。

IV.位置・方位計測システムの開発

A. 目的および範囲

屋外環境で使用する農用車両を自律化するために

は，走行する車両の位置・方位を正確に計測する必

要がある。工業分野では一般的なデットレコニング

も農用車両のように運動の非線形性が著しい場合に

は適用が困難である。そのため，農用車両における

位置計測は主に非接触式の内界センサ，もしくは外

界センサを使用するのが一般的である o そこで，本

研究は安価で誤差の重畳のない，地磁気方位センサ

とCCDカメラを使用した画像認識位置計測システ

ムを使用することで車両の位置・方位の計測を行う

ことにした。本章は地磁気方位センサを使用した角

度計測において問題となる磁気環境・傾斜補正法，

および位置計測システムについて述べる。

B.装置および方法

1.地磁気方位センサ

地磁気は，地球内部の核が流体運動をすることに

よるダイナモ発電により発生した磁場が地上で観測

されるものであり，方向と大きさを持った 3次元の

ベクトルである。地磁気方位センサ (Geomagnetic

ノTーマロイなどの高透磁率材料のトロイダルコアと

その励磁コイル，およびコアの外側から囲む形で巻

線される直交検出コイノレから構成される。コアは数

kHzの交流により過飽和励磁され，磁心の検出コイ

ルに交流磁界による電圧が誘起きれる。この誘導電

圧は励磁コア内では打ち消しあうため，出力は通常

はOとなる。しかし，外部から磁界が作用するとこ

の誘導電圧に差が生じ，検出コイルから電圧が出力

される。この出力電圧は外部からの作用磁界の大き

さに比例し，作用する磁界が地磁気のみであれば磁

心断面に対する角度に応じて出力電圧に変化が生じ

る。使用した GDSはこれらのコアを直交した 3軸

方向に対しでもち，地磁気の水平分力のみならず，

垂直分力も計測可能である。そこで，これら 1軸を

車両の前後方向と一致させ，図 4-1のように座標系

を定義した。ここで，Bは車両周辺の磁界，Bx， By， 

BzはBの X，y， z軸出力である。これらを使用する

と車両方位 φは，

ゅ=atan主
~y 

として求めることができる。

(4.1) 

GDSは各種ジャイロスコープなどに比べ安価で

あることに加え，誤差の累積，ゼロ点のドリフトな

どの誤差要因が無視できるといった長所を有してい

る。ところが，微弱な地磁気を計測する必要がある

ため様々な誤差要因も存在する。数値的に見ても，

GDSの計測する地磁気は，おもちゃの磁石でも数

mTの出力があるのに対し，東京付近の水平分力で

30μTとかなり微弱で、ある。しかも，地磁気は時間

的な変化を有し， 1日を周期とする日変化で約 0.17。

の日較差がある 91，92)。一般的な地磁気の計測におけ

る誤差要因は以下のようである。

センサ自体の誤差 コア等の加工・組立精度，電子

direction sensor，以下 GDSと略記)は，地球上ど Y 

こでも存在する地磁気を計測する電子コンパスとし
x 

て機能し，地磁気の方位を電気的に検出可能である。

したがって， GDSを車両に固定し，車両座標系に対

する地磁気の偏角を検出することにより車両方位を N 

計測することが可能となる 90)。本研究で使用した
z y 

GDSはWatson社製 FGM-200Aでフラックス
N 

ゲート式の 3軸地磁気方位センサである。GDS内部
図4-1 地磁気方位センサの計測原理

には微弱磁界でもヒステリシスカーブがシフトする Fig. 4-1 Measurement of geomagnetic direction 
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部品の精度，温度特性など

地磁気の性質による誤差 日較差，磁気嵐，経年変

化，地質の影響

使用方法による誤差 センサ周辺の磁体性・電流，

センサの傾斜

センサ自体の誤差はあらかじめ計測を行うことであ

る程度回避することは可能である。また，地磁気の

性質による誤差は変動が規則的ではないため補正が

困難である。一方，使用方法のうち，センサ周辺の

磁気環境要因，および傾斜は取り付けられた車両と

の相対的な位置関係や運動により一義的に決定され

るため，補正可能であると推察される。そこで本研

究は実験車両上に GDSと傾斜計を配置することで

傾斜による GDS出力の補正を行った。使用した傾

斜計は Sperry社製 AccuStarC1ino Meterである。

傾斜補正に関しては実際に航空機のナビゲーショ

ン技術として考案された傾斜補正法が存在す

る93，9九しかし，試作車両の場合，定義された角と実

際に計測される角が異なるため，航空機用の式をそ

のまま使用することは不可能である。また，幾何学

的に求められた傾斜補正式は GDSの出力変化が傾

斜のみによる場合にのみ適用可能であるが，実際に

GDSを車両に取り付けて使用する場合には周辺の

磁性体等による影響され，そのままでは使用できな

いという問題も存在する。

既述したように， GDS出力誤差は傾斜のみならず

周辺環境によっても生じ，正確な方位を取得するた

めには両者を考慮、した補正が必要となる。さらに，

傾斜補正のみでは数理的な解決も可能であるが，周

辺環境のように非線形要素を含む誤差要因の解決は

数理的な手法を用いるのは困難である。そこで，本

研究は非線形写像の同定に有効な NNを使用する

ことで磁気環境および環境による影響の補正を試み

た。補正要素が傾斜と磁気環境の 2つになるため，

それぞれを別のネットワークとして構成し，傾斜補

正ネットワークと磁気環境補正ネットワークとし，

これらをまとめて GDSネットワークと呼ぶことと

する。図 4-2にGDSネットワークの構造を示す。こ

こで，入力 Bx，By， BzはそれぞれGDS出力のん

y， z成分，(J" (Jpはそれぞれ傾斜計で計測された車

体のロール，ピッチ角，出力 B~， B;は補正後の X，

y出力成分である。車両の方位はこれらを用い， φ=

atan(BVB;)で求めることが可能である。

傾斜補正ネットワーク学習データはデータ取得に

GDS X output B， 

GDS Y output By 

GDS zou中ut Bz 

Roll angle IJ， 

Pitch angle IJp 

x

y

 

B

B

 

x

y

 

d

d
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Vehicle inclination Magnetism ofsurounding 

図4-2 GDSネットワーク構造

Fig. 4-2 GDS network architecture 

必要な装置の制限により，北海道大学農学部農業機

械特別実験室内において取得した。ほぽ北の方角を

1輸とする直交座標系を設定し，この座標内に車両

を置く。この車両に傾斜をあたえると車両の方位が

変化し，車両前後の位置する座標が変化する。この

座標を計測し，基準軸からの角度を求め，真の車両

方位とする。同時に GDS出力 Bx，By， Bz，傾斜角

。n (Jpを計測することで，傾斜角。円。ρにおける計

測値と真値との関係を決定することが可能となる。

そこで，本手法をさまざまな車両方位・傾斜角に対

して行い学習データ 187点，および検証データ 11点

の計測を行った。学習には BP法を使用し， 187点の

データに対し， 10，000国学習を行った。

図4-3は従来の幾何学的手法を用いた場合の方位

誤差と傾斜補正ネットワークを用いた場合の方位誤

差を学習データに対して比較したものである。本図

より，従来の傾斜補正法では最大二乗誤差が 92.T，

誤差の R.M.S.が5‘Tであるのに対し，傾斜補正

ネットワークを使用することで 6A，1.0。とそれぞ

れ6.9%，17.5%にすることができ，高精度な傾斜補

正が可能となったことが確認された。

磁気環境ネットワーク学習データは特別な装置を

必要としないため，屋外である北海道大学農学部裏

のテニスコートにおいて取得した。取得方法は傾斜

補正ネットワーク学習データと同様で傾斜を与えず

に計測を行った。取得したデータは全方位を網羅す

るように学習用に 60点，検証用に 4点である。学習

には BP法を使用し， 60点のデータに対して 10，000

回の学習を行った。その結果，磁気環境補正ネット

ワークを用いることで，学習データの地磁気円中心

は (2.6，-4.4)であったものを (-0.04，0) とほ

ぼ原点を中心とした真円上に補正可能で、あることが

確認され，高精度な学習結果が明らかとなった。

2.位置計測システムの構成

車両内部に搭載した内界センサのみでは，オフ
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図4-3 従来法と GDSNNの出力二乗誤差の比較
Fig. 4-3 Comparison of squar巴doutput error between conventional method and GDS NN 

ロード走行する農用車両の位置を高精度に計測する

ことは困難である。そこで，本研究は両眼立体視法

を応用した位置計測装置を利用し，自律走行車両の

位置計測を行うこととした。

両眼立体視法とは， 2つの固定点聞の距離および，

それらと目標とのなす角を用いて目標の座標を決定

する手法である。ここで，問題となるのは固定点、か

ら目標までの角度をいかにして計測するかである。

そこで，本研究は自律走行車両上に搭載したマーカ

を認識し，その回転角を計測する図 4-4のようなサ

ブシステムをf吏用した。サブシステムは，マーカを

認識する CCDカメラ，カメラを回転させるステッ

Mirror 

CCDcamera 

Stepper motor 

Rotary encoder 

Screw 

図4-4 位置計測サブシステムの概略図
Fig. 4-4 Schematic diagram of positioning subsys-

ten】

ピングモータ，回転角度を計測するロータリエン

コーダから構成されている。 CCDカメラには

SONY併)社製 CCD単板カラーカメラモジュール

XC-711を使用した。 CCDカメラと計測コンビュー

タのインタフェースには側マイクロテクニカ社製画

像入出力ボード MT-98-CVFMを使用した。使用し

た CCDカメラと画像入出カボードの組み合わせに

よる画像の計測精度は， 1画素あたり 0.017。であっ

た。ステッピングモータはオリエンタルモ}タ側社

製 PH-596とPH-599を使用した。本研究では，こ

のステッピングモータをモータドライパの設定によ

り1ステップあたり 0.36。で使用した。ロータリエ

ンコー夕、はオムロン側社製ロータリエンコーダ

E6D-CWZlEを使用した。ロータリエンコーダのカ

ウントにはコンテック併)社製カウンタボード

CNT24-2A (98) Hを使用した。本ボードはロータリ

エンコーダを 1/4刻みでカウントすることで高精度

計測が可能で、ある。そこで，本研究はカウント方式

をこの 4倍速で計測することで， 6，000 P/Rのロー

タリエンコーダを 24，000P/Rで計測した。この結

果， 1パルスあたり 0.015。での計測が可能となった。

また，認識を行うマーカには ACI00V16W直径 9

cmの白色蛍光燈を使用し，農作業環境下では赤色

物体が少ないことを想定し，白色蛍光燈表面に赤色

塗料を塗布した。さらに，マーカの誤認を防ぐため

に，赤色マーカの下に白色マーカを併置した。

サプシステムは制御用コンビュータからの信号に

より CCDカメラから画像を取り込み，画像入出カ

ボードのフレームメモリに格納する。このフレーム

メモリ上のマーカ画素を認識することで，フレーム
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メモリ上の中心からの変位画素数を求めることが可

能である。この変位画素数と CCDカメラの焦点距

離から，マーカまでの偏角を仇とするo以降このん

を画像中偏差角と呼ぶ。両眼立体視法で必要となる

回転角は画像中偏差角とカメラの回転角。cの和。

となる。概略図を図 4-5に示す。

以上のサブシステムをほ場端に配置し，図 4-6の

ように座標系を構成すると，それぞれのサブシステ

ムにおける回転角的.B2およびカメラ問距離 fよ

り，

tanB2 
X L___~UH~2^ 1 (4.2) 

tan B2 - tan 8， 

tanB，同nB，
y 二」竺とL竺己主~1=-xtanB， (4.3) 

tanB2 -tanB， " 

と求められる。

図4-5 位置計測サブシステムの角度計測法
Fig. 4-5 Angle measurement of positioning subsys-

tem 

y 

町
x 

~I 士 <t 、

Subsysteml I、 Distance1 ~ I Subsystem2 

図4-6 位置計測システムの座標系
Fig. 4-6 Coordination of positioning syst巴m

各サブシステムで計測された回転角 θ'，. B2はRS

232Cを用いてこれらを管理するメインシステムに

送信される。メインシステムは式(4-3)を用いて位置

座標の計算を行い，自律走行車両に位置データを送

信する。位置データの送信には，八重洲無線開社製

特定小電力型無線モデム YRM-211を使用した。以

上のまとめたシステム全体の概要を図 4-7に示す。

本システムの計測周期は自律走行車両の制御周期

を規定するため，周期が長くなると制御成績の低下

を招く原因となる。本システムの場合，計測周期に

影響を与えるのは各システム間の通信速度と，サブ

システムでの回転角計測時間である。各システム聞

の通信速度は，通信のプロトコJレとして RS232Cを

使用しているため，各サプシステム聞の電送速度お

よび，ネゴシエーション時聞により制限されること

となる O そこで，各システム開通信の所要時間を求

めることで，システムの計測周期の確認を行った。

図4-8は各システム開通信のタイムチャートを示し

たものである。本図より，サブシステム メインシ

ステム聞の通信に要する時間は 9msと，ほぽ無視
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図4-7 位置計測システム
Fig. 4-7 Positioning system 
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図4-8 位置計測システムの通信タイムチャート
Fig. 4-8 Time chart of communication in position 

ing system 
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できる程度の時間しか要しないことが確認された。

一方，メインシステムと車両制御用コンピュータ聞

にはほぽ1.2sの時聞を要している。これは無線モ

デム聞の通信速度が最大 4，800bpsと遅く，また 2

つのモデム聞のポーリングに多くの時間を要するた

めであることが確認された。これは使用した機器の

制限であるため，これ以上の仕様変更は不可能であ

ると判断し，本研究では位置計測システムを使用し

たデータ通信の計測周期をl.2sと決定した。

各サブシステムにおけるマーカまでの回転角を計

測するためには，マーカ画像を高精度に計測する必

要がある。しかし，既述したように計測時聞が長く

なることは車両の制御成績の低下を招くため好まし

くない。通信周期計測より，サプシステムが角度計

測に要することの可能な時間は最大約 600msであ

る。そこで，本研究は 600ms内で高精度にマーカ画

素を認識することを目標にマーカの認識法の考案を

行った。

本研究で使用した画像入出力ボードは画素ごとに

RGB各輝度をそれぞれ 256階調で保持している。す

なわち，各画素は RGB各輝度を座標軸とする 3次

元空間上の点、として表現され，その組み合わせは

16，777，216となる。このように 3次元空間内の分布

を解析することは，処理が複雑となり直感的に捕ら

えることが困難である。そこで，各画素情報を色度

に変換することでマーカの認識を行うこととし

た9九

=~一一X100R+G+B 

100 

[ 

ぷ
} 

80 

E 60 
0 

s 
ii 40 

占 匡
20 

0 
o 20 40 60 80 

Red color r [%] 

a) Original color distribution 

g=一一丘一一X100
R十 G十B

b=÷-2一一x100 R+G+B (4.4) 

f十g十b=100 (4.5) 

ここで，R，G， Bはそれぞれ画素の赤，緑，育成分

輝度，r， g， bは色度である。色度を用いた認識を

行うためには，あらかじめマーカおよび背景画素の

色度分布を確認する必要がある。そこで，これらを

取得するための予備実験を行った。図 4-9a)は赤色

マーカの色度分布を示したものである。図中の濃い

部分ほど多く画素が存在していることを示してい

る。本実験より，赤色マーカの色度分布は色度を用

いて分離可能て、あると判断した。また，赤色マーカ

色度はァ g座標系内のある直線付近に分布し，し

かも距離によってほとんど変化がないことが確認さ

れた。そこで，本研究はこの直線を l軸とし，平均

色度を原点とする座標系に色度を変換する色度変換

行列を定義し，この色度変換行列によって変換され

た写像を墓に商像認識する手法を考案した。

じ Ir-1 I=C 1 
g J l g-g 

I COSγ-smγl 
c= I . ' ， I (4.6) 

l smy cosγj 

ここで，r， gは変換前の赤・緑色度，F， gは変換

前の各色度の平均値，y'，g'は変換後の各色度， Cは

色度変換行列，yは赤色マーカ色度分布の回帰式が

ar十 bg+c=Oのときの傾き角 γ=atan(b/α)であ

る。

色度変換行列を用いることで，図 4-9a)の分布は

g' 

" 

b) Color distribution after c唖nversion

図4-9 赤色マーカ認識法

Fig. 4-9 Red marker recognition 
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図4-9b)のように，r'を中心としたほぽ長楕円形分

布することが明らかとなった。すなわち，この分布

を示す長楕円形内に分布する画素をマーカ画素と認

識することが可能となる。しかし，本研究は高速で

高精度な認識を行うことを目標としているため，認

識範囲を図中に示したような長方形を用い，y'，g'が

式(4.7)を満たす画素を赤色マーカと認識した。

(日<代問

αgσ"g<g'<σgσg 
(4.7) 

ここで， dnσgはそれぞれ変換後の赤・緑色度の標

準偏差， α門的は環境に合わせて調整する係数であ

る。

同様に，白色マーカの色度分布を確認した結果，

白色マーカはほぼ中心付近の無彩色領域に分布する

ことが確認されたため，色度変換行列を用いず，r，g 

が式(4.8)を満たす画素を白色マーカと認識した。

iF-G<f<F+め

g一δir<g<g+og
(4.8) 

ただし，白色マーカ画素色度が背景画素色度分布内

にあることから，誤認をする可能性がある。そこで，

白色マーカ画素が背景画素と比較して輝度が高いこ

とに注目し，背景画素の輝度分布から白色マーカ画

素輝度最低値 lminを推定することとした。あらかじ

め取得した画像からマーカ画像上方 30画素の輝度 図4-10 マーカ認識ブローチャート

平均値を求め，白色マーカ輝度の最低値との回帰を Fig. 4-10 Flow chart of marker recognition 
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行った。この回帰直線を用い，認識する画素の輝度 それらをマーカ画素候補群とする。赤色マーカと判

平均値から白色マーカ画素輝度最低値を決定するこ 別される画素が存在しない場合は，マーカ画素候補

とで白色マーカ画素の認識を行った。 が存在する行まで J方向に走査を行う。マーカ画素

このように個々の画素に対して赤色マーカ，白色 群が作成される行が存在した場合，その行内の各画

マーカの認識は可能となるが，使用した画像入出力 素に対し f方向に走査を行い，白色マーカの判別を

ボードのフレームメモリは 512X512画素で構成さ 行う。この結果， 1方向に白色マーカ画素が存在する

れており，画像全体の認識を行うのは実行速度の低 赤色マーカ画素のみが抽出される。この抽出された

下を招くため得策ではない。車両運動は画像中では 赤色マーカ画素に対し，モーメント法を用いて C方

横方向に大きく，上下方向の運動は微小であると推 向の中心を求め，フレームメモリ内のマーカ上端中

察される。そこで，上下方向の認識範囲をマーカが 央座標(Cm，1m)を決定する。以下，この座標を認識

サブシステムから 5m離れた状態で認識可能な 250 座標と呼ぶ。本手法を用いることで認識座標を決定

画素とし，横方向はほぼ最大の 500画素と設定した。 することは可能となるが，マーカが認識範囲の下方

フレームメモリ上に座標系を設け，横方向右向きを にある場合，認識座標の決定に多くの時間を要する

c，縦方向下向きを Jとして，認識の流れを示すと図 こととなり望ましくない。そこで，前回認識した認

4-10のようになる。認識は設定範囲上左端の画素か 識座標の 10画素上方を次回の認識範囲上端とする

ら順に C方向に赤色マーカの判別を行う。判別する ことで認識に要する時間の短縮を行った。その結果，

行内に赤色マーカと認識される画素が存在した場合 i486SX33MHzのコンピュータで最大約 160msで

は，隣接画素が赤色マーカであるか判別を行う。そ 認識座標を決定することが可能となった。

の結果，連続する赤色マーカであると判定されると， そこで，本手法を用いてマーカの認識実験を行っ
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図4-11 晴天，午後，近距離における色度変換行列の認識結果

Fig. 4-11 Recognized r巴sultsof color matrix in自neaft巴rnoonand short distance 

た。図 4-11は晴天の日の夕方，車両を位置計測シス

テムの x軸上から約 30111離した点に置いたときの

認識結果で，左上が原画像，右上が赤色マーカのみ

の認識結巣，右下が白色マーカのみの認識結果，左

下が赤色・白色両方を用いた結果である。本図より，

赤色マーカの認識の際に赤色の車体を誤認すること

が明らかとなった。しかし，白色マーカとの組み合

わせにより誤認は緩和され，マーカが認識されるこ

とが明らかとなった。また，曇天の日の夕方にも同

様の実験を行った結果，同様にマーカが認識される

ことが明らかとなり，本手法は様々な明るさ・距離

にも適用可能で、あることが確認された。以上の結果

から，色度変換行列を用いたマーカの認識法は高速

にマーカを認識することができるため，自律走行車

両に適用可能な位置計測システムであることが確認

された。しかし，認識を行うために調整の必要な変

数が α門的，。γ，Ogと多く，また，その目安がない

ため，実際に使用する際には熟練を要するという問

題が存在することも明らかとなった。

色度変換行列を使用したマーカの認識法は高速な

処理が可能で、ある一方，使用には熟練を要するとい

う問題もあった。そこで，本研究は NNのもつパ

ターン認識能力をマーカの認識に適用すること

で附， NNを使用したマーカの認識法を考案した。図

4-12に使用した NNの構造を示す。入力には R，G，

B輝度を 256階調のまま使用した。その結果， NN 

は入力された画素がマーカであるかの判定値ρを

出力する。色度変換行列作成に使用した予備実験

データを使用し，あらかじめマーカ画素を抽出した

Red brightness 

Green brightness Result of recognition 

Blue brightness 

図4-12 認識ネットワーク構造
Fig. 4-12 NN architecture of recognition 

後，マーカ画素を1，マーカ画素以外を Oとして学習

パターンを作成した。学習は BP法を用いて 3，263

のパターンについて約 10，000回行った。学習の結果

を確認し，最終的なパラメータを決定するために，

実画像に対する検証を行った結果を図 4-13に示す。

本図は晴天の日の夕方，近距離における結果で，色

度変換行列で認識実験で使用した画像と同様のもの

である。しきい値には赤色，白色共に 0.9を使用し

た。上が元罰像，下が認識ネットワークを使用した

場合の認識結果である。図 4-11との比較より，マー

カの認識は認識ネットワ…クの方が勝っていること

が明らかとなった。右下に生じる誤認、点は車両上部

に取り付けられた燃料タンクであるo 本閣では認識

ネットワークの方が誤認点が多く表示されている

が，これは白色マーカの学習が不十分であったため，

誤認点の除去を十分に行うことができなかかったた

めで，赤色マーカの認識程度は陪程度であった。し

きい値は赤色，白色共に 0.9を使用した。本図より，

認識ネットワークを使用することで良好な認識精度

を維持しつつ，調整パラメータ数を減少させること
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図4-13 NNによる認識結果と輝度分布

Fig. 4-13 R巴cognizedresults of NN and luminosity distribution 

が可能となった。また，赤色マーカの輝度同定が可

能となったため，本結果を使用することで誤認点発

生原因の検討を行った。図 4-13(左)のように認識

画素をマーカ，誤認点に分類し，輝度空間上に赤色

マーカ輝度分布を赤丸で，誤認した燃料タンクを×

印で示すと図 4-13(右)のようになる。本図より，

両者は共に同程度の輝度分布を示しており，使用し

たCCDカメラから得られる情報のみでは識別不能

であることが明らかとなった。したがって，このよ

うな誤認を防ぐためにはマーカ形状等の情報を基に

した認識が必要となる。しかし，複雑な認識アルゴ

リズムを用いることは 1刻みごとの認識精度は向上

するものの，認識に要する時間の増加を招き，自律

走行車両に適用するためには望ましくないので，認

識ネットワークによる認識法で十分であると判断し

た。以上の手法を用いたマーカの認識速度は，

i486DX4 100MHzのCPUで約 550msであり，所

要条件を満たすことを確認した。

C.計測システムの評価

1.地磁気方位センサによる走行実験

GDSは車両の方位のみ計測可能であるが，直線制

御走行を基本とした走行スケジュールを組み合わせ

ることで，往復走行や矩形走行のような走行が可能

である。そこで，本研究は GDS計測誤差補正法の検

証を行うために， GDSを使用した走行実験を行っ

た。直進走行のアルゴリズムを図 4-14に示す。 GDS

によって計測された車両方位と目標方位から横方向

偏差を推定し，式(4.9)に示した PI制御則を用いて

制御を行った。

ψ い十九五ぬ (4.9) 

図4-14 直線走行のアルゴリズム
Fig. 4-14 Algorithms of straight running 

号炉

ゆ

ここで， ψ1は制御出力である実舵角，ん，kiはゲイ

ン，oは横方向偏差である。 GDSの方位情報のみで

走行制御する場合，車両の横方向偏差 δは方位デー

タのみから推定する必要がある。そこで，車両の横

滑りを可能な限り発生しないようにするため，直進

時の実舵角を -60~+60に制限し，式 (4.11) により

計算されるヨ…角変化量ムφzを用いて，式(4.10)に

より横方向偏差。を推定した。

。=sinムφ(4.10)

ムφφzφd (4.11) 

ここで， φは車両の方位データ，和は目標方位であ

る。また，計測される車両の方位にはノイズが含ま

れるため，最終的に計算される GDSネットワーク

出力にも誤差が生じる。そこで，過去 400ms聞の

GDSネットワークによって計算される方位につい

て，式(4.12)を用いてフィルタリング処理を行った。

み=(φz十0.75φzー0.1十0.50cPi-O・2十o. 25 cPi-O.，) /2.5 

(4.12) 

ここで，ムー0.1，φi-O.2，cPi-O.3はそれぞ、れ， 0.1秒，

0.2秒， 0.3秒前の時刻における車両方位である。こ

のみ式(4.11)，(4.10)に適用することで走行実験

を行った。

走行実験は， 1995 年 9 月 18~30 臼にわたって，農

林水産省北海道農業試験場(札幌)の草地において

行った。試験区画はほぽ平坦なほ場と， 5
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を有するほ場の 2水準について走行させ，それぞれ

について GDSネットワークを使用した場合，使用

しない場合について検証を行った。さらに， GDS 

ネットワークの広域なほ場空間における補正精度を

評価するために，ほぽ平坦なほ場において片道約

200 mの経路を 1往復自律走行させて，往路と復路

の平行度の検証を行った。走行速度は全走行を通じ

て0.5m/sとした。走行軌跡は車両後部中央位置に

ペグを使用して任意時間毎にマーキングし，その 3

次元位置を測距器を用いて計測した。

走行フローチャートを図 4-15に示す。車両を第 l

行程の始端位置に停止させ，走行方位を向ける。こ

の状態で第 1行程の走行目標方位を GDSを用いて

計測するo この基準方位と行程数，各行程毎の走行

時間，旋回角度を入力することで，各行程毎の目標

方位を求められ，走行スケジュールが決定される。

a)平坦地での定行実験

図 4-16は平坦地における行程長約 40mの矩形

走行経路を GDSネットワークを使用しない場合

と， GDSネットワークを使用した場合の走行軌跡を

x-y平面上に投影したものである。目標方位は第 l

行程のみ取得し，第 2行程からは前の行程の目標方

位に 900

を加えた方f立を目標一方位とした。本図より，

GDSネットワークを使用していない場合は，第 1行

程と第 3行程の平行度が著しく低いことが明らかと

なった。一方， GDSネットワークを使用した場合は，

軌跡がほぼ正方形となっており，高精度に 900

旋回

工且血盟且旦単盟呈 S1raight runnin{! routine 

図4-15 GDSを使用した走行フローチャート
Fig. 4-15 Running flow chιrt using GDS 
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図4-16 矩形経路に対する補正なしと GDSネットワー
クを使用したときの走行軌跡の比較

Fig. 4-16 Comparison of trajectory between no 
correction and GDS network in rectan 
gular running 

が行われたことが明らかとなった。表 4-1は各行程

の走行軌跡を直線回帰して走行方位を求めたもので

ある。本表より， GDSネットワークを使用しなかっ

た場合は， 900

旋回で最大wの誤差が認められるの

に対し， GDSネットワークを使用することにより最

大 0.8。の誤差に減少させることが可能となった。

b)傾斜地での定行実験

GDSネットワークの傾斜補正効果を確認するた

めに， 50程度の傾斜を有する草地において走行実験

を行った。実験区画はほとんど起伏のない一定の傾

斜角を有する草地である。図 4-17はGDSネット

ワークを使用しない場合と使用した場合で，行程長

約 40mの矩形経路を走行させたときの走行軌跡を

水平面上に投影した結果である。また，表 4-2は本

走行における各行程毎の走行方位を示したものであ

る。本表より， GDSネットワークを使用しなかった

場合は最大 wの方位誤差が認められるのに対し

て，GDSネットワークを使用することても最大方位誤
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表4-1 矩形走行時の各行程毎の走行方位の比較

Table 4-1. Comparison of each segment direction in rectangular running 

Segment number 
2 3 4 

N 0 correction -98.221' 3.472。 103.922' -179.938。

error 11.639。 10.450。 13.860' 

GDS network -91.151' -1.482' 89.305。 179.481' 

error -0.331' 0.781' 0.176' 

差をl.8'まで減少させることが可能であった。ま

た，図 4-17より， GDSネットワークを使用する・し

ないにかかわらず，始端・終端間距離が平坦地と比

較して大きくなっていることが確認された。これは，

傾斜地を走行することによる横滑りが走行制御に使

用した推定式には考慮されておらず，走行経路が傾

斜方向に伸びてしまったためと判定された。

以上の結果より， GDSネットワークは勾配 5。まで

の傾斜地において良好な傾斜補正効果を示すことが

明らかとなり， GDSネットワークを利用することに

よる高精度な方位計測の有効性が確認された。

2.位置計測システムの計測精度

本研究で作成した位置計測装置用サブシステムの

計測精度を確認するために静止点位置計測実験を

行った。 2つのサプシステムをほ場端に設置し， 100 

mX40mのほ場内に任意に配置したマーカの位置

を計測する。同時にマーカの位置にペグでマーキン

グし，後に測距器を用いて位置計測を行った。この

ペグの位置を真値として位置計測精度の評価を行っ

た。図 4-18はカメラ間距離 40.6mで計測した場合

の位置計測精度を示したものである。図中の十字の

中心が真値であるペグのほ場内位置を示し，丸がそ

の地点の位置計測装置による計測結果である。誤差

が全体に対して微小であるため，図中の十字付近の

座標は 10倍して表示した。本図より，位置計測誤差

はカメラから離れるほど大きく，本実験で計測した
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図4-17 傾斜地における補正なしと GDSネットワーク
を使用したときの走行軌跡の比較

Fig. 4-17 Comparison of trajectory between no 
correction and GDS network on slope 

表4-2 斜面走行時の各行程毎の走行方向の比較

Table 4-2. Comparison of each segment direction on slope 

Segment number 

2 3 4 

No correction -179.922。 -78.523' 2.982' 76.633。

error 11.399' 14.459' -10.385。

GDS network 179.986' -89.790。 1.150' 89.377。

error 0.224。 0.940' -1. 773' 
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進・旋回・幅寄せ走行制御実験を行った9九本システ

ムは車両上の 1点しか計測できないため，車両の状

態を規定するには車両の方位計測も必要となること

から，車両方位計測に GDSを使用した。図 4-19に

全走行制御のフローチャートを示す。オペレータは

あらかじめ走行する目標方位・作業行程数・作業幅

を入力する。車両は初期の位置と方位を取得し，直

進走行を開始する。その後，設定した終端位置に到

達するまで位置データを用いて直進制御を行う。終

端位置では最大舵角で次の目標方位まで旋回を行

う。旋回後の位置データと目標となる幅寄せ幅を用

いて幅寄せ制御を行い，その後に直進動作に移行す

る。以上の行程を繰り返すことで往復走行を行った。

制御則には車両運動の非線形性を考慮、して，ファ

ジィ制御を採用した。入力には横方向偏差と方位偏

差，出力には実舵角を使用した。 2入力それぞれに 3

個のファジィルールを設定したので，ファジィ空間

北海道大学農学部邦文紀要
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図4-18 位置計測システムの計測精度
Fig. 4-18 Measurement accuracy of positioning 

system 

範囲内では最大誤差は 37cm，誤差のR.M.S.は13

cmであった。カメラから離れるほど誤差が増加す

る原因は，計測法に両眼立体視法を用いたためであ

る。両眼立体視法はカメラ間距離が短くなるほど誤

差の増加は顕著となり，カメラ角計測精度が低下す

ることで更に誤差は増加することとなる。カメラ角

計測に使用したサブシステムの場合，カメラ各計測

精度は 0.017"であり，これとカメラ間距離 40.6m

から想定される 100m先の誤差は約 32cmとなる。

また，使用したマーカの直径は約 9cmであるため，

さらに誤差は増加する可能性がある。そのため，本

実験で得られた最大誤差はシステムとしての計測精

度を十分有しているものと判断した。また，本結果

より同一カメラ間距離でも 60mの範囲内では，最

大誤差 13cm，誤差の R.M.Sが 7cmで計測可能

であることが明らかとなり，車両運動モデル作成の

ように高精度を要求する実験にも使用可能なシステ

ムであることが確認された。

静止点位置計測実験により位置計測サブシステム

の有効性は明らかとなったが，位置計測システム全

体の評価を行うためにはメインシステム・通信シス

テムを含めた評価が必要となる。そこで，本位置計

測システムの車両位置計測装置としての適用可能性

を明らかとするために往復作業走行を想定した直

40 

図4-19 往復走行のブローチャート
Fig. 4-19 Flow chart of reciprocative running 
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は9分割される。それぞれの空間におけるファジィ

規則 Riは式(4.13)のように表される。

IF LlYi is Ayi， Llφi is A.i 
(4.13) 

THEN φi==PiO十PilLly+Pi2Llφ (1~三 i 三三 9)

ここで，PiO， P，山 Pi2は後件部係数である。また，

規則 Riの適合度 ωzは式(4.14)で表される o

ωi = AYi (Lly) A向 (Llφ) (4.14) 

ここで，Ayi， A引はメンバーシップ関数値である。

したがって，出力である実舵角。は式(4.15)のよう

に重み付き平均値で表される。

φ=号fL(4m
本モデルを同定するためには， 27個の係数設定が必

要となる。しかし，本モデルが対称であることを考

慮すると，実際には 17個の係数設定で十分である。

走行実験は平坦な草地を使用して行った。また，走

行結果の比較のため， PID制御則を用いた幅寄せ走

行も行った。走行経路は行程長 40m，行程幅 2.5m

の往復走行を設定した。制御成績を評価するために，

車両走行中に後方からペグを刺し，走行終了後に測

距器を用いて測量することで軌跡を取得した。図

4-20に走行結果を示す。本図より，車両は旋回の後，

設定した目標行程幅まで幅寄せを行い，高い精度で

:e: 
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図4-20 PIDとファジイ制御による幅寄せ走行軌跡の

比較
Fig. 4-20 Comparison of trajectory between PID 

and fuzzy control in closing to predeter-
mined width 

目標線上を走行していることが明らかとなり，位置

計測システムの走行制御への適用可能性が確認され

7こ。

D.まとめ

農用移動ロボットのナビゲーションを行ううえで

必要不可欠な位置・方位計測システムを開発するこ

とを巨的とした。

方位計測システムには，従来から多く使用されて

いる GDSを使用した。 GDSは地球表面で観測され

る微弱な地磁気を用いて方位計測を行うため，周辺

磁気環境の影響を受けやすい。また，装置傾斜によ

る方位計測誤差補正に用いられる傾斜補正法がその

ままでは車両に適用できないという問題が存在す

る。そこで， GDSの非線形な出力マップを NNを使

用することで表現する GDSネットワークを考案し

た。静止状態で方位計測・傾斜補正を行った結果，

従来の傾斜補正法では最大二乗誤差が 92.7"，誤差

のR.M.S.が 5.7。であったのに対し，傾斜補正ネッ

トワークを使用することで 6A，l.O'とそれぞれ

6.9%，17.5%にすることが可能となり， GDSネット

ワークの傾斜補正効果が確認された。また， 5'程度の

傾斜地において自律走行実験を行った結果， GDS 

ネットワークを使用しない場合は最大 20'の方位誤

差が生じたのに対し，使用した場合は最大2"の方位

誤差で走行可能であることが明らかとなり， GDS 

ネットワークを使用した方位計測法の有効性が明ら

かとなった。

位置計測システムには画像処理にもとづいた両眼

立体視法を使用したシステムを製作した。本システ

ムの場合，位置計測精度は商像認識と認識点までの

角度計測によって影響される。また，車両運動に使

用することを考慮すると，計測速度も必要となる o

そこで，これらを両立することを目的に色度変換行

列， NNを使用した画像認識法を考案し，その有効

性を検討した。その結果，両者とも約 100m以上の

距離までマーカを認識可能であることが明らかと

なった。また，静止点計測精度を測定した結果， 100 

mX40mの範囲で最大誤差 37cm， 60mX40 mの範

囲では最大誤差 13cmで計測可能であることを確

認した。さらに，実際に走行する車両制御への適用

可能性を明らかにするために，制御速にファジィ制

御を用いた幅寄せ走行を行った。その結果，約 10m

で目標の幅寄せ幅 2.5mに追従可能であることが

明らかとなり，屋外環境下の位置計測に対する本手
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法の有効性が明らかとなった。 力する構造を有する，また，中間層は経験的に l層

V.車両運動の非線形制御

A. 目的および範囲

NNを用いた車両運動モデルが在来の線形物理モ

デルよりも高い精度で実際の車両運動を記述できる

ように，車両を制御する場合にも，その非線形性を

十分に考慮、した制御法を導入する必要がある。そこ

で本章は自律走行車両の操作量決定に NNを用い

ることで，車両運動制御における非線形性を考慮し

たコントローラを構築することを目的とした98-10九

作成したニューロコントローラの車両運動制御に対

する適用可能性を検討するために，車両シミュレー

タを使用したシミュレーション，自律走行車両を使

用した検証実験を行った。また，両者について古典

制御法として一般的な PID制御法と比較すること

でニューロコントロータの有功性について検討を加

えた。さらに，ニューロコントローラを適応制御に

拡張し，走行条件の変化にも適応可能なコントロー

ラ作成手法を考案した。

B.ニューロコントローラ

1.ニューロコントローラの構造

車両の平面運動を離散的に扱う場合，その状態量

はある時刻における位置と方向および速度によって

表わすことができる。車両座標系における 3速度成

分を状態量とした時刻 kにおける状態ベクトル

Zk= (vn Vy，ω);;として表わし，車両位置と方位は

速度の積算値で計算した。このように車両走行を表

現する場合，その操作量は速度 U および実舵角 ψが

考えられるが，走行速度を一定として制御ベクトル

には Uk二 (ψ，ムψ);;を考えるものとした。

農用車両のように走行速度の変化が少ない車両を

経路追従させる場合，車両座標系における y方向の

経路偏差を Oにする制御が有効である。本研究のア

イディアは 1秒後の目標経路との y方向偏差を予

測し，その y方向偏差を VYk+1 とすることで車両を

制御する操作量払を求めることにある。この ψhは

制御目標である y方向速度 Vy刊によって決定され

る実舵角変化量ムれに 1秒前の操作量恥 1を加え

ることにより求めることができる。しかし，この方

法では積算による誤差の重畳を招く恐れがあるた

め，ニューロコントローラの入力に ψk-1 を用い， ψh
を出力することにした。したがって，コントローラ

は Vyk+l とれ-1の2入力で，操作量である仇を出

3ユニットで十分と判断されたことから，ニューロ

コントローラは図 5-1に示したような 2X3x1の3

層 NNとなった。学習には実機による走行実験で採

取された速度1.0m/ s，周期 10m，振幅 0.4，0.6， 

0.8mの正弦曲線走行データを用いた。大舵角が要

求される走行ほど走行特性の非線形性が著しくなる

ことから， NNの写像能力を向上させるために非線

形領域のデータを重点的に学習させた。したがって，

各走行パターンを 1:2:4で学習させることとし

た。また， 500回学習するごとに荷重しきい値の修正

係数を低下させ，冗長な学習を抑制することで精度

の向上を図った 101)0 1，500回学習したときの実舵角

の出力結果を図 5-2に示した。横軸が走行実験に

よって採取された実舵角であり，縦軸は同様の条件

に対するニューロコントローラの出力である。した

がって，実機とニューロコントローラの出力が一致

することはニューロコントローラが実機の逆モデル

を忠実に記述していることを意味する。また，白丸

が学習に使用した正弦曲線走行，黒丸が学習に使用

しなかった走行に対する出力である。誤差のR.M.

S.を比較した結果，学習データに対して1.79
0

，末

学習データで2.59
0

，全体で 2.25
0

と速度の計測精度

y-velocity Vy，削

Steer angle lj!t.1 

図5-1 ニューロコントローラの構造
Fig. 5-1 N巴uro-controllerarchitecture 
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図5-2 ニューロコントローラの学習結果
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Fig. 5-2 Learning r巴sultof neuro-controller 
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を考慮すると十分な精度であると判定された。

2.間接学習法

既述したように，実験で計測したデータを用いる

ことでニューロコントローラの作成を行うことは可

能であるが，より高精度なニューロコントローラを

作成するためには，想定される走行パターンに対し

て十分なデータを収集する必要がある。さらに，コ

ントローラの作成は実機の逆モデルを同定すること

を意味するため，学習後のコントローラの精度を実

機に搭載する前に十分評価しておく必要もある。そ

こで，このような問題に対する解決法として，NNに

よって記述された車両シミュレータを使用し，

ニューロコントローラを学習する間接学習法を考案

した。図 5-3に従来の直接学習法と間接学習法のブ

ロック図を示す。車両シミュレータは現在の状態量

Zkと任意の操作量 Ukを与えることで， 1秒後の状態

量 Zk+l を出力する。その再帰的な入力と操作量の

時系列を与えることで車両シミュレータを連続的に

走行させることが可能である。そこで，図 5-3b)に

示したように，この出力とシミュレータの入力に使

用した操作量を教師データとすることでニューロコ

ントローラを学習させた。この結果，車両シミュレー

タが十分に汎化性を有したモテ、ルであれば，ニュー

ロコントローラは実際に走行していない状態も学習

することが可能となる。すなわち，これまでのよう

に多くの走行結果を用いてコントローラを作成する

必要が無く，走行に必要なデータを効率的に学習さ

せることが可能となる。そのため，従来よりもコン

トローラのチューニングが高速化される。また，作

::二三持決斗u

a) Direct lear百mg

Z. 

b) Indirect leaming 

図5-3 直接・間接学習法のブロック図
Fig. 5-3 Block diagram of direct and indirect 

learning 

成されたコントローラはシミュレータの逆モデルと

なるため，シミュレータを使用して事前にコント

ローラの精度評価もできる。

本法を用いて 4，000回学習した結果，実舵角士400

の範囲内で直線回帰可能であり，誤差の R.M.S.も

2.54
0程度であることが確認された。この結果は試作

車両の操舵系のガタ等の制御不能範囲を考慮すると

満足のいく精度と判断できるo また，図 5-4は直接

学習法と間接学習法で作成したニューロコントロー

ラの出力を比較したものである。横軸がニューロコ

ントローラの入力 VYk+l，払→，縦軸が間接学習法と

直接学習法の出力差の二乗値である。図中の黒点は

直接学習法で使用したデータの分布である。操作舵

角は実験データを含む実際の走行に使用する対角線

付近に有意差は認められず¥その二乗誤差も最大で

1.06
0

となった。これらの結果より，間接学習法は使

用される実舵角の範囲を選択することで高精度に学

習することが可能であるので，ニューロコントロー

ラの学習法として有効と判定された。

3. ニューロコントローラのオンライン化

実際に農用車両を使用する環境はオフロードであ

るため，オンロードを走行する車両と比較して運動

の非線形性は著しいと判定される。また，車両の運

動特性はタイヤと路面聞の相互作用等の変化のた

め，時間的・空間的な変化を有する。そのため，オ

フロードで使用される農用車両を自律化するために

は，運動の非線形性のみならず，このような変化に

も適応可能な必要がある。そこで，車両の運動特性

の変化に応じて自己修正可能なオンラインニューロ

コントローラを構成し，その有効性を検討した。

使用した NNは追加学習による自己修正機能を

有している。そこで，走行制御を行ったときに生じ

る，推定速度と実際の出力速度の誤差を用いて

[
。
]
刊
(
ぢ
記
号

EH8お
官
。

図5-4 直接・間接学習法のコントローラ出力の比較
Fig. 5-4 Comparison of controller output between 

dir巴ctand indirect learning 
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ニューロコントローラを学習させる手法を考案し

た。図 5~5 にブロック図を示す。ニューロコントロー

ラは目標となる 1秒後の y方向速度 Vyk+lの推定値

と1秒前の実舵角仇ーl を用いて，現在必要となる

実舵角恥を出力し，走行制御を行う。すなわち，こ

の出力を用いることで，自律走行車両は目標となる

経路に追従し，実際の走行速度を得ることが可能と

なる。そこで，この実走行によって得られる y方向

速度 Vyk+l と，操作量決定に用いた仇~1 を再度

ニューロコントローラに入力することで，実走行に

関する入出力関係を得ることが可能となるo この入

出力関係によって得られる出力誤差を用いてニュー

ロコントローラを再度学習させることで，ニューロ

コントローラの自己修正機能の実現が可能となる。

C. ニューロコントローラによる追従制御

1.追従制御シミュレーション

ニューロコントローラの性能を評価するために，

車両シミュレータを用いた追従制御シミュレーショ

ンを行った。車両シミュレータ用教師データには

ニューロコントローラと同じ走行データを用いた。

また，使用目的を考慮して車両シミュレータは追加

学習を行ったオフラインモデルを使用することとし

図 5~5 オンラインニューロコントローラ
Fig. 5~5 Online neuro~controller 

図 5~6 追従制御のブロック図
Fig. 5~6 Block diagram of following control 

た。

ニューロコントローラはあらかじめ設定された経

路から算出される所要速度と実舵角を入力すること

により追従制御を行うことが可能となる。図 5~6 は

上からニューロコントローラ，車両シミュレータの

ブロック図を示したものである。本図から明らかな

ようにコントローラの観測項目は，車両の位置(x，

y， <T) k と速度成分(Vx，Vy，ω) kであり，制御項目

が実舵角れとなる。目標経路への追従のためには，

現在の位置(x，y，φ) k とそのときの速度成分(vx，

Vy，ω) kから次の時刻に必要な速度成分(vx，Vy， 

ω) k+1を予測する必要がある。らはほぼ一定とし，

その速度で直進したときの側方誤差を U夕刊とし

た。この Vyk+l と 1 秒前の実舵角 ýfk~l を与えること

でニューロコントローラはその時刻に必要な実舵角

ψhを出力する。したがって，実舵角変化量4ψ はこ

れら ψh と ψk~l の差となる。また，ニューロコント

ローラは 1秒後の状態しか予測できないため，走行

が不安定となる可能性がある。そこで， ID補償を付

加することで追従性の向上を図った1問。なお，急激

な実舵角の変化は実際の車両では限界があるため，

dψ が:t5。の範囲になるように再度れを修正した。

ニューロコントローラを使用した追従制御シミュ

レーションの追従精度を検討するために，一般的に

多く用いられている古典制御法の一つである PID

制御との比較を行った。本研究は走行速度を一定と

しているため， 1秒後の y方向速度 VYk+lは実舵角

に依存することが考えられる。そこで，PID制御の

操作量 ψhは入力を VYk' Vyk+l として式 (5~1)のよう

に計算した。

ψ'k=kpvYk+1 +ki~VYk+1 +ん(VYk+1- VYk) (5~ 1) 

また，制御パラメータんんんは試行的に決定し，

1.0， 0.07， 0.005とした。なお， PID制御の場合も

ニューロコントローラと同様にdψ の上限，下限

は:t50/s，制御周期は 1秒を採用している。

図 5~7 は目標経路を放物線 y=0.05x2 としたと

きのニューロコントローラと PID制御による追従

結果の比較である。図中には各コントローラの出力

である実舵角変化，および目標経路に対する位置・

方位誤差を示した。本図より，両者とも目標経路に

対する追従は行われているものの，その追従性は

ニューロコントローラの方が優っている。誤差の最

大値はニューロコントローラが位置は 7.5cm，方向
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競合する範囲であることからニューロコントローラ

の有効性が明らかとなった。

2.検証実験

シミュレーションで明らかとなったニューロコン

トローラの追従制御への適用可能性を検証するため

に，試作車両による走行実験を行なった。検証実験

のプロック図を図 5-9に示す。本図から明らかなよ

うに，ニューロコントローラを使用した追従制御を

行うためには，現在の位置と方位のリアルタイム計

測が必要である。位置計測システムとしてWのシス

が 0.105radであるのに対して， PID制御は位置が

31cm，方位は 0.195radと，ニューロコントローラ

を用いることにより位置，方位それぞれ 24%，54% 

に誤差を抑えることができた。また，実舵角もニュー

ロコントローラの方が滑らかな曲線となり，急激な

実舵角の変化なしに走行しているため，実機に適用

した場合にも安定した走行を可能にするものと予想

された。

これらの原因を解明するために，ニューロコント

ローラの特性を調べてみた。図 5-8がその結果で，

ニューロコントローラへの入力である 1秒後の y

方向速度 Vyk+l，1秒後の実舵角 Yfk-l と出力である

れの関係を示したものである。この曲面からも出力

である実舵角が 2入力双方に対して非線形な特性を

持ち，非線形システムの写像能力を有する NNの特

性は十分に機能していることがわかった。

表 5-1はは直線・放物線・車線変更・直角旋回の

経路に対して追従を行ったときの追従誤差の

R.M.S.をそれぞれ比較したものである。この結果

からも PID制御に比べニューロコントローラは農

用車両の経路追従に対して有効である可能性が認め

られ，その誤差は車線変更における振動部分を除く

と目標経路に対して，おおむね 2.6cm， 0.07 rad程

度の範囲であることを知った。この誤差は使用した

ニューロコントローラの学習データ計測精度とほぼ

Fig. 5-7 
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表5-1 ニューロコントローラと PIDコントローラの追
従結果の比較

Table 5-1. Comparison of following results 
between neuro-controller and PID con 
troller 

Position [cm] Angl巴[rad]

NN PID NN PID 

Straight 1.2 4.5 0.005 0.041 

y=0.05x' 2.5 11.3 0.031 0.078 

y= -0.05x' 2.5 3.4 。.038 0.046 

Lane change 31.9 32.5 。.155 0.090 

。-12[sJ 1.3 7.3 0.065 0.093 

Right angle turn 2.6 14.8 0.053 0.097 

図5-9 追従走行実験のブロック図
Fig. 5-9 Block diagram of following test running 

テムを使用することも可能であるが，計測に時間を

要するため，ニューロコントローラ自身の性能を評

価することは困難である。本章はコントローラの有

効性を確認することを目的としているので，走行路

面をコンクリート路面と限定し，実験車両に搭載し

た内界センサデータを用いた重回帰式によって y

方向速度 VYkを推定することで， リア/レタイム速度

計測を行うこととした。また，偏差量の計算に重心

点を使用することは制御に遅れを生じさせる原因と

なったため，実験車両の前輪アクスル部における偏

差量を使用した。 ID補償の制御ノfラメータである

んんんは実験的に決定し， 0.4， 0.06， 0.03とし

た。さらに，ニューロコントローラによる追従制御

実験の精度を評価するために，シミュレーション同

様， PID制御を使用した追従実験も行なった。入力

には 1秒後に必要となる y方向速度丸山を使用

し，式(5-2)を用いて実舵角 ψhを計算した。

h 

ψ'k = kpVYk_ 1 十 ki~VYk+ん (VYk-VYk-l) (5-2) 

ニューロコントローラと同様に，制御パラメータで

あるん丸，んは実験によって決定した。目標経路

は直線走行と車線変更を設定し，直線走行は初期状

態の車両位置・方位を (x，y，φ) = (0 m， 0 m， 0 rad) 

として，走行させたときの走行軌跡を時系列として

計測した。車線変更は初期状態の車両位置・方位を

(x， y，φ)=(Om， Om， Orad)とし，x方向に 1m

走行させる。その後，x方向 5m区間でy方向に1.5

m車線変更を行い，再度直線走行を行うよう設定し

た。なお，供試した路面は北海道大学農学部農業機

械特別実験室内のコンクリート路面である。

図5-10は目標経路に車線変更を設定したときの

ニューロコントローラと PID制御の追従結果と誤

差推移である。本図より車線変更中の走行に差異は

認められず，両者共良好に追従した。しかし，車線

変更後の直線に対する追従性に差異が認められ，

ニューロコントローラの方が良好な追従性能である

ことが明らかとなった。また誤差推移より，追従誤

差はニューロコントローラは最大が 17.3cm，二乗

和は 1，694cmであるのに対して， PID制御は最大

が 30.8cm，二乗和は 7，392cmとなり，ニューロコ

ントローラを使用することによって，最大誤差を

44%程度抑制することができた。これらの実験結果

よれ目標経路が直線の場合は走行に必要となる実

舵角が比較的小さし運動特性が線形近似可能な領

域で走行するため，ニューロコントローラのような

非線形な制御法を適用する必要のないことが明らか

となった。しかし，車線変更のような曲率半径の小

さな変曲点を有する走行の場合，実舵角の大きな領

域で走行する必要があるo この時の運動特性は非線

形性が著しいため， PID制御のような線形な制御法

では高い精度で目標経路に追従させることが困難と

推察された。このため，直線走行は PID制御のよう

な古典的な手法で十分な追従精度を得ることは可能

であり，車線変更のように旋回を必要とする場合に

は，ニューロコントローラのような運動の非線形性

を考慮した制御法が望ましいと判断された。以上の

結果は路面の一様なコンクリート路面での結果であ

るが，オフロード走行における農用車両の運動はよ

り非線形性が高いことから，本手法はさらに有効性

である。

3.オンラインニューロコントローラの追従制御

シミュレーション

路面の時間的・空間的変動に適応可能なコント

ローラを作成するために，ニューロコントローラに

自己修正機能を付加した1叫 O九そこで，本手法の有

効性を検討するために，車両シミュレータを使用し

た追従制御シミュレーションを行った。追従制御の
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コントローラと呼ぶ。図 5-11は走行5秒目以降の y

方向速度を 70%に減少させたときの追従結果と誤

差推移である。すなわち，走行途中に路面が変化し，

ブロック図は学習機能を付加しない場合と同様で，

以降，学習機能を付加していないコントローラをオ

フラインコントローラ，イ寸力目したものをオンライン
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学習した条件で操舵を行っても曲がりにくいことを

示している。走行軌跡の比較より，旋回中より旋回

終了付近に差異が見られる。誤差推移より， 5秒以降

に両者に誤差の増加が見られるが，その変化は明ら

かにオフラインコントローラの方が大きしミ。また，

15秒目付近を境に両者の差異は顕著になっている。

これはちょうど旋回終了時と一致し，直進走行に移

行するための操舵動作がオフラインコントローラで

は十分に行われていないのに対し，オンラインコン

トローラでは十分行うことが可能であったことが原

因と考えられる。以上の結果から，オンラインコン

トローラは路面状態の変化に対応した実舵角を出力

可能であり，自己学習機能の有効性が明らかにされ

たものと判定した。本走行における誤差のR.M.S.

はオフラインコントローラは位置が 12.21cm，方位

が0.030rad，オンラインコントローラが位置が

2.86 cm，方位が 0.030radであった。

D. まとめ

農用車両をロボットとしてナビゲーションするた

めには，前章までの知見に基づいた適切な走行制御

器を開発する必要がある。 IIの結果より，農用車両

の運動は使用される環境がオフロードであるため非

線形性が著しく，車両運動制御を行うためのコント

ローラはこの特性を考慮する必要性が明らかとなっ

た。また， Nの結果より，車両運動制御のための高

精度な位置・方位計測手法が明らかとなった。そこ

で，位置・方位計測装置によって得られた情報をも

とに，非線形な車両運動を制御するための非線形コ

ントローラを考案し，その有効性の検討を行った。

ニューロコントローラと車両シミュレータを用い

た5種の目標経路に対する追従制御シミュレーショ

ンを行い， PID制御との追従精度比較を行うことで

追従制御に対する有効性を検討した。その結果，車

線変更走行に問題があったものの， PID制御は最大

誤差 14.8cmであったのに対し，2.6cmの誤差で追

従可能であることが明らかとなった。また，試作車

両を使用した追従制御実験を行った結果，直線走行

のようなほとんど操舵を必要としない走行に差異は

認められなかった。しかし，操舵を必要とする車線

変更走行において， PID制御は最大誤差 30.8cmで

あったのに対し，ニューロコントローラは 17.3cm

と最大誤差を 44%程度に抑制することが可能と

なった。本結果より，非線形性の著しい走行に対す

るニューロコントローラの有効性が明らかとなっ

た。

さらに，ニューロコントローラに自己修正機能を

付加することで，適応制御への適用可能性の検討を

行った。走行途中に走行特性が変化したときの直角

旋回走行シミュレーションを行った結果，オフライ

ンコントローラは誤差のR.M.Sが 12.21cmで

あったのに対し，オンラインコントローラは 2.86

cmと，誤差を 23%に抑制することが可能となった。

以上の結果より，農用移動ロボットのような時変

系非線形系に対する非線形適応制御器の必要性が示

され，その一手法が明らかとなった。

VI.総括

食料生産を上まわる人口の増加，農業従事者の老

齢化，国内外の生産コストの格差対策のーっとして，

農業生産のロボット化があげられ，農用移動ロボッ

トである自律走行車両はその一端を担っている。し

かしながら，農用車両は使用される環境が主に屋外

のオフロードであることから，工業分野で使用され

る手法をそのまま適用することは不可能である。そ

こで，本研究は農用移動ロボットに適したナビゲー

ションシステムを開発し，その適用可能性を検討す

ることを目的とした。まず第 lに， NNを用いて非

線形なまま車両運動を記述し，制御対象となる車両

運動のモデルリンクゃを行った。第 2に，研究結果を

検証し，農用を車両知能化する条件を検討するため

の実験車両を試作した。第 3に，農用車両の運動制

御に必要不可欠な位置・方位計測法を考案し，その

有効性を検討した。第4に，農用車両の走行制御法

を考案し，その有効性を検討した。以上の結果から，

農用移動ロボットとして運動系，知覚系，制御系の

具備する諸条件を提示した。

車両運動のモデリング

農用車両の走行制御を行うには制御対象となる車

両自身の運動特性を明らかにする必要がある。しか

し，オフロードを走行する農用車両の運動はオン

ロードを走行する車両と比較して著しい非線形性を

有し，従来一般的に使用される線形化手法では十分

な精度で運動を記述することは困難であった。また，

オフロードにおける走行は時間的・空間的変動を有

するため車両の使用される環境を考慮したモデリン

グ法の考案は必要不可欠である。

そこで，本研究は非線形動力学モデルに適用可能

なNNを使用することで車両運動を非線形なまま
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記述する 2つの順モデルを考案し，それぞれをオフ

ラインモデル，オンラインモデルと呼称した。オフ

ラインモデルは初期の状態量を与えるだけで，出力

の再帰的な入力と各時刻の操作量から， 1秒後の状

態量を出力するモデルで、ある。本モデルはあらかじ

め与えられた走行スケジュールにより走行が可能で

あり，車両運動を記述するシミュレータとして使用

できる。一方，オンラインモデルは各時刻の状態量

と操作量を与えることで， 1秒後の状態量を出力す

るモデルである。本モデルは各時刻毎の状態量が入

力されるので， NNの学習機能を活用して運動の時

間的・空間的変動にも適応可能である。そこで，モ

デル作成用の走行実験を行い，それぞれのモデル精

度の比較評価を行った。その結果，オフラインモデ

ルは学習に使用した走行ノfターンに対して，y方向

速度 3.4cm/s，ヨーレート 0.035rad/sの最大誤差

で，また，学習していない走行パターンに対しても

4.6 cm/s， 0.030 rad/sの最大誤差で記述が可能で

あった。また，オフラインモデルは重畳誤差により，

22秒間走行時の終端にて 80cmの誤差を生じたの

に対し，オンラインモデルは 36cmの重畳誤差に抑

制されることを確認し，本モデルの逐次学習効果が

確認された。

さらに， NNを用いた運動モデルの有効性を検討

するため，線形化手法を用いた物理モデルとの精度

比較を行った。両者の差は特に非線形性の著しい大

舵角領域に現れ，物理モデ/レは y方向速度に対して

最大 4.3cm/sの誤差であるのに対し， NN車両運

動モデルは最大 2.7cm/sとなった。これは NN車

両運動モデルは横滑りを考慮されていない物理モデ

ルよりも忠実に車両運動の記述が可能で、あることを

意味する。

以上の結果から，農用車両をロボット化する上で

その運動を非線形で取り扱うことの優位性を実証し

た。また，車両運動を時変システムとしてモデlレ化

する手法をも明らかにした。

実験車両の試作

農用車両をロボット化する上で必要十分な計測・

制御機能を有した実験車両の試作を行った。

試作車両は実際の小型農用車両の寸法諸元と近似

することを目標に設計を行い，輪距 900mm，軸距

1，400 mmとした。供試機関は最大出力 2.9kW，常

用出力 2.2kW，常用回転数 1，700rpmの火花点火

機関を使用した。自律走行を行うためには，コン

ピュータで走行制御する。そこで，電気的に操作可

能となるように計測・制御装置を配置した。車両の

方位・ヨーレートは地磁気方位センサで計測を行っ

た。実舵角はキングピン上部に取り付けたポテン

ショメータを用いて計測する。ブレーキは電磁ブ

レーキを，クラッチはリニアドモータを用いて操作

した。操舵制御は減速機とリンクを介して，パルス

モータによる駆動する方式である。さらに，後車輪

回転数，後車軸トルクも計測可能となるよう各セン

サを取り付けた。そのため，試作車両はデットレコ

ニングによるナビゲーションも可能である。

試作車両の仕様および機能を確認するための自動

走行実験を行い，また車両シミュレータの作成を

行った。その結果，試作車両はあらかじめ計画され

た操舵時系列から予想される走行経路を走行でき，

各センサ，アクチューエータ類は正常に動作するこ

とが確認された。また，自動走行によって得られた

データから作成した車両シミュレータは，人為操作

に見られる実舵角変動がないので，y方向速度，ヨー

レートそれぞれの R.M.S誤差が学習データは

1.08 cm/s， 0.04 rad/s，未学習データは 1.06cm/s， 

0.013 rad/sと，人為操作時と比較して高精度な車両

シミュレータの作成が可能となった。

以上の結果から，農用車両をロボット化するに最

低限必要な運動機能および条件を提示することがで

きた。

位置・方位計測システムの開発

農用移動ロボットのナピゲーションを行う上で必

要不可欠な位置・方位計測システムの開発を目的と

した。

方位計測システムには，従来から多く使用されて

いる GDSを使用した。 GDSは地球表面で観測され

る微弱な地磁気を用いて方位計測を行うので，周辺

磁気環境の影響を受けやすい。また，装置の傾斜に

よる方位計測誤差補正に用いられる傾斜補正法がそ

のままでは車両に適用できないという問題がある。

そこで， GDSの非線形な出力マップを NNを使用

することで表現する GDSネットワークを考案し

た。静止状態で方位計測・傾斜補正を行った結果，

従来の傾斜補正法では最大二乗誤差が 92.T， R. M. 

S.誤差が 5.Tであったのに対し，傾斜補正ネット

ワークを使用することで 6.40

，l.O'とそれぞれ

6.9%，17.5%になり， GDSネットワークの傾斜補正

効果が確認された。また，約 5'程度の傾斜地におい
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て自律走行実験を行った結果， GDSネットワークを

使用しない場合は最大 20
0

の方位誤差が生じたのに

対し，使用時は最大 2
0

の方位誤差で走行可能である

ことが明らかとなり ，GDSネットワークを使用した

方位計測法のi憂位性が明らかとなった。

位置計測システムには画像処理にもとづいた両限

立体視法を使用したシステムを製作した。本システ

ムの場合，位置計若手l精度は画像認識と認識点までの

角度計測によって影響される。また，車両運動に使

用することを考慮すると，計測速度も必要となる。

そこで，これらが両立することを目的に色度変換行

列， NNを使用した画像認識法を考案し，その有効

性を検討した。その結果，両者とも約 100m以上の

距離までマーカを認識可能であることが明らかと

なった。また，静止点計測精度を測定した結果， 100 

mX40mの範囲で最大誤差 37cm， 60 m X 40 mの

範囲では最大誤差 13cm以内で計測可能であるこ

とを確認した。さらに，実際に走行する車両制御へ

の適用可能性を明らかにするために，制御則にファ

ジィ制御を用いた幅寄せ走行を行った。その結果，

走行距離約 10mで目標の幅寄せ幅 2.5mに追従可

能であることが明らかとなり，屋外環境下の位置計

測に対する本手法の有効性が明らかとなった。

以上の結果から，農用移動ロボットに必要となる

高精度な知覚システムの構築ができた。

車両運動の非線形制御

農用車両をロボットとしてナビゲーションするた

めには，以上の知見に基づいた適切な走行制御器を

開発する必要がある。 IIの結果から，農用車両の運

動は使用される環境がオフロードであるため非線形

性が著しく，車両運動制御を行うためのコントロー

ラはこの特性を考慮する必要性が明らかとなった。

また， Nの結果から，車両運動制御のための高精度

な位置・方位計測手法が明らかとなった。そこで，

位置・方位計測装置によって得られた情報をもとに，

非線形な車両運動を制御するためのニューロコント

ローラを考案し，その有効性の検討を行った。

ニューロコントローラと車両シミュレータを用い

た5種の目標経路に対する追従制御シミュレーショ

ンを行い， PID制御との追従精度比較を行うことで

追従制御に対する有効性を検討した。その結果，車

線変更走行に問題があったものの， PID制御は最大

誤差 14.8cmであったのに対し， 2.6cmの誤差で追

従可能であった。また，試作車両を使用した追従制

御実験を行った結果，直線走行のようなほとんど操

舵を必要としない走行に差異は認められなかった。

しかし，操舵を必要とする車線変更走行において，

PID制御は最大誤差別 8cmであったのに対し，

ニューロコントローラは 17.3cmと最大誤差を

44%程度に抑制することが可能となった。本結果か

ら，非線形性の著しい走行に対するニューロコント

ローラの有効性が明らかとなった。

さらに，ニューロコントローラに自己修正機能を

付加することで，適応制御への可能'性を検証した。

走行途中に走行特性が変化したときの直角旋回走行

シミュレーションを行った結果，オフラインコント

ローラはR.M.S.誤差が 12.21cmであったのに対

し，オンラインコントローラは 2.86cmと，誤差を

23%に抑制することができた。

以上の結果から，農用移動ロボットのような時変

系非線形系に対する非線形適応制御器の必要性を示

した。
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量記号一覧

B: CCDカメラ青色輝度

車両周辺の磁界

Bx:磁束密度の x方向成分

By:磁束密度の y方向成分

[digitJ 

[μTJ 

[μTJ 

[μTJ 
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Bz 磁束密度の z方向成分 [μTJ Vy :車両座標系のy方向速度の推定値

b: CCDカメラ青色色度 [%J [m/s， cm/sJ 

ι:ころがり抵抗係数 W:車体重量 [kgfJ 

Cm マーカ上端中央 C方向座標 [pixceI] x 地上座標系の x座標 [m， cmJ 

d:教師信号 ゐ:地磁気出力円の中心x座標 [μTJ 

hy: 前輪摩擦力の車両左右方向成分 [NJ ぁ:j番目のユニット値

fTY:後輪摩擦力の車両左右方向成分 [NJ y:地上座標系の y座標 [m， cmJ 

G: CCDカメラ緑色輝度 [digitJ プラント出力

g: CCDカメラ緑色色度 [%J y。 地磁気出力円の中心y座標 [μTJ 

ど:色度変換行列変換後色度 [%J z:状態ベクトル(vx，Vy，ω)T 

g: CCDカメラ緑色色度平均値 [%J α:荷重の修正係数

L 鉛直車由回りの慣性モーメント [N・m・s2J イ:しきい値の修正係数

ん:時刻 [sJ αg. 赤色マーカの緑色認識係数

ん微分制御ゲイン め:赤色マーカの赤色認識係数

ki:積分制御ゲイン β.重心の横すべり角 [radJ 

わ:前輪のコーナリングノfワー [N/radJ γ 荷重の忘却係数

ん:比例制御ゲイン 色度変換行列回転角 [radJ 

わ:後輸のコーナリングパワー [N/radJ 〆:しきい値の忘却係数

I :位置計測サブシステム間距離 [mJ 4φ ヨ一角変化量 [O/stepJ 

b 体重心と前車軸間距離 [mJ 4ψ:実舵角変化量 [O/sJ 

1m マーカ上端中央 f方向座標 [pixceI] δ:横方向偏差 [cmJ 

lmin: 白色マーカ認識最低輝度 [digitJ 会:白色マーカの緑色認識範囲 [%J 

IT 車体重心と後車軸間距離 [mJ ゐ:白色マーカの赤色認識範囲 [%J 

ん:ホイールベース [mJ ε.ネットワーク出力誤差

m:車体質量 [kgJ θ:位置計測サブシステム計測角度 [OJ 

仇:車軸回転速度 [rpmJ 。'c:位置計測サブシステムカメラ回転角 [OJ 

N.戸車軸出力 [kWJ 。d:位置計測サプシステム画像中偏差角 [OJ 

ρ:認識ネットワーク判定値 (}j: j番目ユニットのしきい値

R: CCDカメラ赤色輝度 [digitJ 。ρ. 車体のピッチ角 [OJ 

相関係数 。γ:車体のロール角 [OJ 

RT:走行抵抗，ころがり抵抗 [NJ μ。:シグモイド関数の勾配係数

r: CCDカメラ赤色色度 [%J σg. 色度変換後の緑色度標準偏差 [%J 

〆:色度変換行列変換後色度 [%J め:色度変換後の赤色色度標準偏差 [%J 

f: CCDカメラ赤色色度平均値 [%J y:軸の許容振り応力 [N/cm2J 

Yf:前輪半径 [mJ 6 ヨ一角変位，車両方位 [rad， oJ 

Yr・後輪半径 [mJ 。d:目標方位 [rad， oJ 

九:車軸トルク [NomJ φ フィルタリング処理後車両方位 [rad， oJ 

t:ネットワーク出力 ψ:実舵角 [OJ 

u:制御ベクト/レ(ψ，L/ψ)T ω:ヨーレート [rad/sJ 

U 制御信号 ωIji: j番目ユニットから i番目ユニットへの荷重

む:走行速度 [m/sJ 
Summary 

九a 出力電圧 [VJ 

Uλ: 車両座標系の x方向速度 [m/s， cm/sJ 1 Introduction 

Vy 車両座標系のy方向速度 [m/s， cm/sJ Research and development of an autonomous 



50 北海道大学農学部邦文紀要第 21巻第1号

vehic1e for farm use are important for solving the vehic1e could be controlled every 1 second by a 

problems of severe labor shortage in rural sectors， computer， and this control interval corresponded 

population increase in our world and differ巴ncein with NN model， the NN model have become highly 

production costs between domestic and foreign. accurate. Additionally， because the rear axle tor. 

However， because agricultural vehic1es are com. que and the rotation of the rear wheels could be 

monly used in fields that ar巴 rough，the nonlinearity measured， this vehic1e can be used not only as an 

of its kin巴maticsis higher than that of the highway autonomous one， but also can be adopted to opti. 

vehic1es. The first purpose of this study was to mal control problem. To obtain learning data for 

describe nonlineariy the kinematic model of a vehi. making the NN model of this vehic1e， running 

c1e by using Neural Network(NN) that is e任ective experiments were conducted. 

for identifying the nonlinear plant. The second 4 Developrnent of Position and Direction Measur-

was， considering the results of simulation and being ing Systern 

c1ear the model of intellectualized agricultural vehi. To measure the position and dir巴ctionof vehi. 

c1e， a model vehic1e was constructed. Th巴 third c1e in farm field accurately， positioning and direc 

was， the method of high accurate vehicle direction tion measuring system were designed and fabricat 

and position measuring were developed， that was ed. GDS (Geomagnetic Direction Sensor)， that 

necessary for adoptive control of mobile robot. was low cost and had no integrated error， was used 

Furthermore， NN was also used as a v巴hic1econ. for measur巴mentof vehic1e direction. But it had a 

troller， and the concept of neuro-controller was week point that it was affected by vehic1e inc1ina. 

evaluated. tion and magnetism surroundings. Therefore， the 

2 Modeling of Vehicle Kinernatics system was analyzed， and the method of refinement 

Because the kinematics of agricultural vehic1es by using NN for inc1ination and magn巴tismsur. 

show high nonlinearity， it can not be modeled with roundings， w旦s designed. Through the running 

traditional method with high accuracy. In this experiments using GDS network were carried out， it 

study， the kinematics was model巴dby using NN was c1ear that r巴日nementmethod was effective for 

that can identify the nonlinear plant. This model measurement of vehic1e direct 
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of the PID contoll巴rfor about 5 kinds of path. It 

was judged from these results， that the neuro-con. 

troller could make the v巴hiclesimulator to follow 

some predetermined paths except for a lane change. 

The experiment with model v巴hicle showed no 

di妊erencebetween neuro-controller and PID con-

troller in straight running. But， from lane change， 

it was clear that the neuro← controll巴rwas巴ffective

for the running that was necessary for turning. 

And， by using self-learning feature that was the 

one of the characteristics of NN， the online neuro 

controller that could adopt for the change varied 

on time or position was designed. Through the 

results.of computer simulations that had change of 

the road condition， online controller could change 

the steering output considering to the slip. From 

this results， was clear that online controller was 

effective for adoptive control 
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