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１．委託業務の概要
農業分野へのロボット応用は、1990 年前後にいくつか試みられたが、不定形で密生した植物の画像認
識や、幼芽のような柔弱物ハンドリング能力が十分でなかったこと等から普及するには至らなかった。し
かし、最近のバイオ技術を応用したクローン苗の生産技術の進展と広範な採用により、植物工場が大きく
展開していく中で、植物の幼芽を認識・ハンドリングするロボット技術に対する必要性が増大してきてい
る。このため、本研究開発ではクローン苗の植物工場の中で、今なお人海戦術に頼っている幼芽の分離と
植え付け工程にロボット技術を導入することで、大幅な作業効率の向上と、無人化によるクローン苗生産
の無菌化、高品質化を目指す。
２．技術目標値
ⅰ）高速３次元形状認識センサーの開発
・ シンビジウム用３次元形状抽出アルゴリズムの開発「苗分離可能速度０．５秒」
分離ユニットから取りだしたシンビジウム苗を調整するために、苗を多方向から形状計測する、３次
元形状認識センサーを開発する。
・ シンビジウム苗分割アルゴリズムの開発「切断位置決定,検出時間０．５秒」
分離ユニットから取りだした苗は上記アルゴリズムで形状計測した後に下記不要部の分割除去処理の
ための３次元形状認識センサーを開発する。
ｱ) 複数本シュートが発生している場合一本にするための認識。
（切断位置等）
ｲ) プロトコームと呼ばれる球状の植物成長点組織を除去するための認識。
（切断位置等）
ｳ) 根を除去するための切断位置の認識。
（切断位置等）
タクト６秒を実現するためには０．５秒/１組画像の認識速度が設備の費用対効果を考えた場合必要で
ある。
（複数回の撮像が必要であり高速化が求められる）
ⅱ）把持力制御付き深底容器内複合ハンドリング機構の開発
・ シンビジウム調整用ハンドの開発「把持力制御機能 0〜100g」
シンビジウムの容器からの分離をする際に 0〜100g の把持力制御が可能なハンドリング機構を開発す
る。
ⅲ）形状認識センサーと複合作業ハンドリング機構の応用ユニットの開発
・ シンビジウム分離,調整,植込ｽﾃｰｼｮﾝの協調動作、および改良
シンビジウムについては H17 年度に一貫生産ライン試作品を製作する。ユニット内で協調動作して稼働
することは実ライン評価実験の前提である。

平成 1７年度戦略的基盤技術力強化事業

ⅳ）バイオ苗生産実ラインにおける評価試験
・ ユーカリ・シンビジウム「調整タクトタイム一本あたり６秒」および「寸法調整制度目標値±5ｍｍ」
本研究開発事業終了後の製品化開発のフェーズで開発リスクをなくするために、今年度調整タクトタイ
ム一本当たり６秒をクリアする。
３．目標値を達成するための解決策と具体的方法
ⅰ）高速３次元形状認識センサーの開発
・ 今年度新しく製作するユニットへの対応としてシンビジウム調整ユニットとユーカリ評価用ユニッ
ト用に使用する高速３次元形状認識センサを試作する。パッケージ用センサとして実用化を検討した
構成で新作して上記ユニットに組み込む。
・ これまでに試作したセンサから試作課題として
ｱ)

あおり光学系に起因する画像のグラデーションの回避、

ｲ)

エッジ認識能力改良、

ｳ)

パッケージセンサとするための用途拡大対応により解決する。

・ ハードウェアでの具体的対応としては
ｱ)については、これまでに得たあおり光学系による歪曲収差の低減技術と、新レンズ構成等を検討
した新レンズ開発によるグラデーション回避技術を両立する開発を行う。
ｲ)については、光学系の高解像度化によるエッジ検出能力向上を光学系の改良により実施する。絞
りの組込等、検討し外光の変化対応性を図り実用性強化する。
ｳ)については、前記のような基本機能の向上と共にオプションにて対応可能な光線姿勢を自由に設
定可能なスリット光投光系、必要な観察領域のみにスポット的に投光可能な照明光学系を試作し、
また認識コントローラの小型化改良を行う。
・ 認識ソフトウェアでの具体的対応としては
ｱ) ｲ）の対応として上記利用した観察範囲内の輪郭をもつ物体のステレオ画像間のエッジマッチン
グ精度の高機能高度化開発を行い左右カメラ間での同一特徴点の推定アルゴリズムと組込モジュ
ールの開発を行う。
ｲ) シンビジウム調整ステーションに搭載する容器から取りだした苗の大きさによる分類、また不
要な根部の切断位置の認識、苗の基部についているプロトコームと呼ばれる球形組織の切断位置
姿勢の認識を実施する。回転機能による多視点からの画像計測により、形状統合による前記特徴
点が見えない場合に対応する。
・ ユーカリ分離、調整、シンビジウム分離用の各アルゴリズムの上記ハード、ソフト改良による高信
頼性化を実施す
・ 形状認識結果に基づく切断、把持位置決定のためのユーザサイドや農学的見地からの要求仕様を得
て、最適な把持切断等の苗処理が行う。またセンサコントローラと外部コントローラとの通信制御を
行い、照明制御、撮像（画像取込）
、認識、通信等の技術確立し、センサの中核技術とする。
ⅱ）把持力制御付き深底容器内複合ハンドリング機構の開発
・ これまでに試作したハンドの把持力精度等の基本機能評価と防錆性等の耐久性評価試験等により実
用化のための不具合対応と機能強化のための改良を行う。ユニット組込後のユーザ実苗評価実験等が
問題なく実施する為に、実苗でのハンド単体内部評価・改良を含むワークフローを行う。
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ｱ) 耐久試験： ハンドの基本動作・信頼性評価を実施し下記機能低下を予防する。
・繰返し動作試験による部品寿命調査、評価、改良する。把持力変化等の機能低下。
・オートクレーブ処理や火炎滅菌処理、消毒液等の水浸処理等の無菌化処理による機能低下。
ｲ)

実用性評価： 実用性を得るためには実際に苗を把持して処理して苗を傷つけず処理可能なこ

とと高速に処理できることが必要である。ハンド開発工程内でも目視による実苗損傷チェックと
制御を含めたハンドモジュールとしての生産性評価を行う。
ｳ) 高精度な把持力制御を得るための高機能化改良： 伝導可能な力が小さくても所定把持力を得る
ことが軽量化のために新規採用した小径ワイヤーによる力伝達方法の課題である。解決のために
は把持部側に小型減速機構をつけることが有効である。機構検討と調査をメーカ訪問含めて実施
し機構開発を行い組込と前記試験を実施する。
・ 実験による材料特性の獲得（把持力制御機能向上のための材料特性）により、最適把持力に対応す
る弾性変形を与えるために駆動量計算のデータテーブル群をノウハウとして蓄積する。
・ 把持力制御つき複合作業ハンドの応用範囲拡大のための以下の検討を行う。
・応用可能な市場調査（培養苗分野以外での応用性調査）
・製造方法の調査検討（小型部品の製作技術調査と技術適応による中核機能の獲得）
・高精度な把持力制御（ワイヤー駆動最適化、把持部側減速機による把持力制御機能の向上）
・高機能化の追求（ライン稼働、また応用範囲拡大のための機能拡大）
・ 応用可能な市場調査： 把持力制御機能、複合作業機能および小型軽量化機能をもつ把持ハンドの
機能の培養苗の直接把持ハンドリング領域の他にも応用可能な軽量脆弱物のハンドリング製品市場を
調査し想定セグメントに対応できるシリーズを展開する。
ⅲ）形状認識センサーと複合作業ハンドリング機構の応用ユニットの開発
・ 本年度目標であるラインでの一本６秒の目標タクトタイムを満足させる為には、一貫自動生産ライ
ンを構成する分離，調整，植込の各応用ユニットがこれ以上の能力を有する必要がある。今年度はこ
れまでに試作した応用ユニットでの生産性、信頼性内部評価を実施しこれに基づいて改良を実施する。
・ 改良はユニット内での工程分析によりボトルネックを解消することでタクトタイムを満足させるた
め各ユニット内部の個別機能強化や並列化を行い問題解決し内部評価を完了する。内部評価用動作実
験に関連し実用化対応と応用市場拡大手法についても検討する。
・ 植込時、苗の植込姿勢について培地と茎を垂直にする課題がある。応用ユニットステーション内ま
たはステーション間での苗の受け渡しについて、次工程への持ち替えの際に苗の姿勢を修正する機構
について改良実施する。ハンド開発で得た技術をベースに追加開発する。
（ユーカリ）
・ 最初に実ライン試験可能にするため、これまでに製作した分離、植込、調整の各試作応用ユニット
の改良を実施して生産性・信頼性内部評価と耐久性等に関する検討・評価を行う。
・ 評価用ユニットの試作。実用化に向け既存の移植室に設置可能な構成検討する。実苗ライン評価に
つながりクリーンベンチ内設置により無菌化可能な、かつ現一貫自動生産ラインへの組込統合も可能
な分離、植込、調整の各評価ユニットモジュールを試作する。
・ ライン統合に先行してユニット単体での動作実験を実施しユーザ評価、自動化ライン組込を行うた
めの事前内部評価と改良を行う。
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（シンビジウム）
試作した分離主体６軸ロボットステーションについて以下を実施する。
・ 分離機能、植込機能について生産性、信頼性内部評価と改良。
・ 分離した苗の大きさによる分類、根の認識と切断、プロトコームの除去を行う調整ユニット機能を
６軸ロボットステーションに組込実施。幼芽を回し多視点からステレオ計測し、形状データから切断
や把持する位置を認識し調整処理を行う。
・ 分離、植込、調整の各機能評価を実施し、機能強化や実用化に向けた改良を行う。またユーカリと
同様に生産性・信頼性内部評価と耐久性等に関する検討・評価を行いシンビジウムの実苗評価試験担
当のバイオ・ユーでも作業環境（設置場所）を用意しユーザメンバー評価を実施。
評価用応用ユニット（ユーザ既存作業環境対応型生産ユニット）については以下を実施する。
・３軸植込ステーション評価ユニットの実苗生産現場での基本機能評価および改良。
・一般的なクリーンベンチ内に設置可能な一貫生産ラインを構築可能な小型評価用応用ユニットを試
作する。分離、調整、植込機能のモジュール化し評価用応用ユニットに選択的に搭載可能にする。
・分離調整工程対応機能についても３軸ロボットステーション新作し機能の内部評価する。
・各工程のタクトタイムを調査し内部評価後バイオ・ユーでの実苗生産評価実験可能な植え込み機能
評価用応用ユニットと分離、調整機能評価用応用ユニットにする。
ⅳ）バイオ苗生産実ラインにおける評価試験
・ 現状ライン試作品の改良と評価用ユニット試作品の新作、改良を行う。
・ 現在の課題として前記ⅲ）記載の通りユーザ評価するためには、
ｱ)当初目標の生産実ラインとしての１本６秒のタクトタイムの生産性、信頼性の確保と
ｲ)ユーザー環境に設置可能にする設備の小型化課題がある。
・ ｱ)のタクトタイム課題については試作ラインの評価、改良により解決し、ｲ)の小型化課題について
は分離，調整，植込の各評価ユニットを利用してライン評価に先行してユーザでの実苗ユニット評価
試験を行い、評価ユニット改良を行う。
・ また、耐久性等の実用化，培養苗業界、またそれ以外への応用可能性についても調査し、実用化に
向けた具体的な検討を行う。
・ 試作機評価方法については、ユーカリ，シンビジウム共に生産性と信頼性の内部評価、実ライン化
の内部評価、実ライン化の外部評価を順次行うこととする。
（ユーカリ）
・ これまでに試作した６軸高機能ロボットラインで内部評価を実施し、外部評価にむけた改良を行う。
・ 外部評価については、これまでの要素技術を投入した分離、植込、調整の各評価ユニットの試作・
外部（ユーザ）実苗生産試験評価を全体ライン評価実験に先行して行い、その後６軸高機能ロボット
ラインに組み込んで内部評価を行い既に応用ユニットとしての機能評価を終えたユニットを形でライ
ン統合して宝田電産にてユーザによる外部評価を行う。
・ 豪州での実苗生産評価までのロードマップ作成のための調査検討する。
（シンビジウム）
・ 姿勢制御も可能な一貫自動化・分離主体６軸高機能ロボットラインで評価実施。内部評価と改良後
にバイオ・ユーに設置し実苗生産評価試験と改良を実施する。６軸高機能ロボットラインは無菌化機
能を付加してユーザーメンバー（バイオ・ユー）で新しく確保する作業室内に設置し実苗生産現場で
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の評価する。
・ 実用性を検討し内部評価をクリーンベンチと評価用応用ユニットを組み合わせ、一般的ユーザの既
存の作業室環境対応型生産ステーションとして、実苗生産評価をバイオ・ユーで実施し改良する。
・ 上記の評価用応用ユニット（ステーション）を組み合わせした生産ラインを試作し内部評価後バイ
オ・ユーにて実苗生産評価実験を行い改良する。
・ これまでに得た成果と業者情報から本研究開発の応用技術展開可能な品種、容器と本研究開発成果
の組み合わせ等について技術の応用可能な領域を調査する。
４．当該年度における技術目標値の達成状況と意義
ⅰ）高速３次元形状認識センサーの開発
技術目標：・シンビジウム用３次元形状抽出アルゴリズムの開発（苗分離可能 0.5 秒速度）
・シンビジウム苗分割アルゴリズムの開発（切断位置決定,検出時間 0.5 秒）
［達成状況］
シンビジウム用３次元形状抽出アルゴリズムとして、培養容器から取りだした苗の根を切除して均一
な形状の苗にするための、根部の形状認識アルゴリズムを試作した。
シンビジウムでは根の切断方法として回転刃による方式を採用したため、切断位置認識については茎
と根の境界位置と茎の中心位置（成長点の概略位置）を出力することで、その位置のすこし下の部分を
回転刃で切断し、根部を分割できるようにした。
ただし、２本以上のシュートが接した状態で取りだしてしまった場合にどちらかを生かし、他方を切
断するため、歩留まりの低下するという新たな問題が浮上し、実用化のための課題として今後解決する
必要がある。
なおシンビジウムの形状認識には、ユーカリの形状計測に用いた手法を改良し採用した。
ⅱ）把持力制御付き深底容器内複合ハンドリング機構の開発
技術目標：・シンビジウム調整用ハンド（把持力制御機能 0〜100g）
［達成状況］
シンビジウム用調整用ハンドとしてこれまでに試作した分離、植込用のハンドをそのまま調整工程で
も用いることで対応した。調整工程では回転刃による根の切断を行う際に把持力が弱いとすべりを生じ
ることがあり、把持力の制御範囲を拡大した。
（ 0 から 200g ）
また実用化を考慮し、調整工程での回転と揺動の２自由度で姿勢変換等が可能な軽量ハンドを試作し
た。これは分離、植込工程でも三角フラスコ等の口元のせまい深底容器への対応を考え、さらに応用分
野の拡大を考慮し姿勢制御を２自由度追加した多自由度ハンドを試作した。
またロックウール培地上のシンビジウム苗の容器外での分離、調整を行う分離調整複合作業ハンドを
回転刃調整機構と組み合せることとする改良を行った。
ⅲ）形状認識センサーと複合作業ハンドリング機構の応用ユニットの開発
技術目標：・シンビジウム調整単機能ﾕﾆｯﾄの製作および６軸ﾛﾎﾞｯﾄｽﾃｰｼｮﾝへの調整ﾕﾆｯﾄ機構組込
・シンビジウム分離,調整,植込ｽﾃｰｼｮﾝの協調動作確認、および改良
［達成状況］
シンビジウム調整単機能ユニットの製作および６軸ロボットステーションへの調整ユニット機構組込
を実施した。
シンビジウム分離、調整、植込ステーションの協調動作確認、および改良を実施し、各ユニット
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の単独動作として分離、植込については一本６秒のタクトタイムを確認した。ただし調整については、
シュートが複数本接した状態で容器から取りだされることがあり、その際植込する１本のシュート以外
は除外することとなった。これについては歩止まり率の観点から生産性を悪化させるとの指摘があり、
実用化段階での開発を継続実施し解決することとした。
ⅳ）バイオ苗生産実ラインにおける評価試験
技術目標：・ユーカリ・シンビジウム調整タクトタイム一本あたり６秒
・寸法調整精度目標値±5mm
［達成状況］
・ユーカリ・シンビジウム共に調整タクトタイム一本あたり６秒について、ユニットの並列化により達成
できる見通しを得た。
・ユーカリについては、分離、調整、植込の３ステーションで構成されている。H17 年度での改良により
分離、植込ステーションについては１本あたり６秒をクリアした。
・調整ステーションについては多方向からの認識の必要と切除動作のため、１台当たりの動作は６秒以下
にならなかったが、当初から評価用ユニットを並列化することで処理能力の拡大を行う予定であった。
しかし、ユーザーサイドからの小型ライン化を望む声があがり、並列化する場合のコスト面や実用化の
対応を考慮した結果、ユーザが必要とする場合には並列化することとし、評価用ユニットを別のライン
として試作し評価、タクトタイム６秒を実現できる見通しを得た。
・シンビジウムについては１台のロボットに対して分離、調整、植込のステージ工程を行う作業テーブル
が回転することで一貫自動化ができるロボットを試作した。分離、植込の工程については６秒のタクト
タイムをクリアした。ただし、調整工程についてはユーカリ同様に多方向からの撮像認識やそのための
制御動作に時間がかかった。
・シンビジウム生産では、タクトタイム６秒の実現よりも、クリーンベンチ内設置が絶対的な要求である。
このため、技術目標としてまず分離、調整、植込のそれぞれのステージ単位で６秒を実現することとし
た。分離ステージ、植え込みステージは、タクトタイム６秒を実現した。調整ステージは、複数設置す
ることでタクトタイム６秒を実現できる見通しを得た。また、必要な場合には、個別に並列作業させる
ことで、タクトタイム６秒を実現可能である。
・ユーカリ、シンビジウム寸法調整精度目標値±5mm は達成した。
５．事業化の目標と当該年度に把握した事業化を取り巻く環境変化
研究開発後の事業目標：本事業では新規事業を形状認識センサと把持力制御付きハンドリング機構の部
品を応用した例として①バイオ苗生産設備の製造販売事業と、②前記部品の単体製品事業の創出が目標で
ある。
①応用製品の市場提供（バイオ苗生産設備の製造販売事業） 本事業では研究成果であるバイオ苗生産
設備の製品事業化に重点をおく。想定ユーザーは優秀な遺伝子を持つバイオ苗を大量に生産する苗生産業
者である。彼らの目指す苗生産事業や規模は巨大であり事業に役立つ生産設備の提供や、その波及効果で
生まれる製品による事業化を目指す。ユーザー像は、ユーカリの大規模な産業植林業者と高級園芸品種で
ある国内シンビジウム苗生産業者である。
最初にユーカリ植林事業の中核である生産物（苗）の競合について、次に苗生産方法（設備）に対する
競合と、それらの市場規模について述べる。
ユーカリ苗事業での生産物である苗製品としては、本研究開発での設備製品が生産するバイオ苗と既存
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の実生の苗が競合する。現在、規模として豪州でのユーカリ植林事業は統計では全体で 60 万 ha あり年
間 6 千万本近い苗を植え付けしていることになる。
温帯でのユーカリ植林はほぼ 100%が実生の苗であり、
遺伝的に優劣があり生育に大きな差がある。植林業者の目標は、生育を早く、かつ均一にすることである。
そのために植林苗を実生から優秀な遺伝子を持つバイオ苗に転換するための研究開発として、手作業での
バイオ苗生産と試験植林の評価は、バイオ苗試験植林の育成結果は実生の２倍近くかつ樹形が均一な良好
な結果であった。バイオ苗は実生苗よりも優位性があり供給体制が出来れば上記の実生苗市場から置換す
ることになると予測されている。
しかし現状では実生苗では可能な短期間で大量の苗生産をバイオ苗では行う事が出来ず試験林でしか
植栽されていない。これは大量の労働者を雇用し教育することが出来ないでいるためであり、本研究開発
の主体であるバイオ苗生産設備は、生産方法としての競合である人手による生産方法を上回る生産性実現
のニーズから開発したものである。
実生苗を全てバイオ苗に置き換えようとする場合、その労働市場規模は年間十数億円の規模が推定され
る。これを自動化設備に代換出来た場合、市場占有率を 15%としても設備の耐用年数、年間生産本数、価
格等から、年間１億円以上の売上を毎年継続可能な設備市場がある。
ユーザーの最終目標は実生苗と同等の価格のバイオ苗提供であるが、第一目標としては大量生産方法の
確立でありこのための技術は本研究開発成果の全部またはその一部を応用することで、目標達成する目処
ができたため、開発メンバー企業で実用化開発として継続し設備製品を完成し、半年から１年後を目標に
提供を開始する。
また本件とは別にユーザーでは、今年度バイオ苗生産事業を新規事業として立ち上げを発表しており、
バイオ苗生産ロボット技術のスタンダード化により各種苗木への需要拡大と共に生産設備の事業規模の
拡大を見込んでいる。
シンビジウム事業でのバイオ苗も人海戦術で生産されており、特に自動化による無菌化・高品質化要求
が強い。シンビジウムでは品種限定すると生産本数はユーカリに比較して小さいが上記の要求に対して現
在までの開発技術とこれからの実用化開発による技術を加えることで実用化の見通しを得た。なおシンビ
ジウム研究の波及効果としては、難易度の高いハンドリングに対応したことから、実用化開発を完成する
ことで、未検討の大量生産品種市場へ技術転用できる可能性がある。
事業展開するためには製品化課題が新たにあり、研究開発で得た中核機能に品質やサービス体制まで含
めた製品提供体制の構築を１年から数年で行う。一貫自動化ライン製品販売が最終目標ではあるが、早期
の製品化を目指すためのあらゆる方策を検討する。シンビジウムではこの品種の自動生産の実用化を足が
かりとして、未知のユーカリ以上の生産量がある品種への展開を狙う。
②単体製品の提供 形状認識センサについては、本研究開発メンバーでは以前から事業として立体形状
計測装置を製品化していた。今回の研究成果をそこに応用しその事業をさらに拡大することを要素部品の
実用化目標としている。環境変化としてステレオカメラによる立体計測センサが大手メーカーからの新製
品発売もあったが本研究成果により数倍高速な計測手法を得たことと、ソフトのカスタム対応機能を付加
することで競合企業の製品に無い機能をもち、ユーザーのニーズに短期間に対応する形状認識製品提供を
付随的機能まで含めた製品開発を１年程度継続することにより行えるものと考え計画している。
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