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「収穫ロボット」特集について

　日本の農業は農業就労人口の減少と高齢化により労働力不足に陥っている．農業は新規参入のハードルが高かったり，生

育に手間がかかったりすることから事業化に二の足を踏んでしまう．特に農作業の中でも収穫作業は全労働時間の50%以

上を占める作物もあり，その省人化・自動化が望まれている．近年はロボットやAIなどの革新的な技術を導入することで，

高効率な農作業が可能になる研究や製品開発が行われている．本特集では農業ロボットの中でも収穫作業を行うロボットに

注目した．

　収穫作業は大きく「選択収穫」「一斉収穫」に分けられる（詳しくは展望記事を参照）．「選択収穫」は果実の成熟度合いを

見て収穫可能かを判断し，一つ一つ収穫する必要があるため作業負担が大きく，自動化のハードルも高い．そこで，本特集

では「選択収穫」を行うロボットに重点を置いて紹介する．また，「選択収穫」が必要なトマトの収穫の自動化，および実用

化を目的として行われている「トマトロボット競技会」を紹介する．

　最後に，ご多忙中にもかかわらず快く執筆をお引き受けいただいた著者の方々，本特集にご協力いただいた編集委員や日

本ロボット学会事務局の方々に深く御礼申し上げる．� （曽我部光司　安川電機）

【展望】� ■�収穫ロボットの現状，展望� 村上�則幸� 7�
Status�and�Future�in�Robotic�Harvester� Noriyuki�Murakami

【解説】� ■�イチゴ収穫ロボット� 尾崎�功一� 10�
Strawberry�Harvesting�Robots� Koichi�Ozaki

� ■�果実収穫ロボットの開発�
Development�of�an�Automatic�Fruit�Harvesting�Robot�

� 西野�秀幸・深尾�隆則� 14�
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� Yuji�Hiramatsu・Shun-ichi�Akama・Masashi�Uenoyama・�
� Tomoki�Kaneshiro・Takahiro�Watanabe

� ■�AIを活用した吊り下げ式の自動収穫ロボット� 齋藤�潤一� 23�
Suspended�Automatic�Harvesting�Robot�Utilizing�AI� Junichi�Saito

� ■�トマト自動収穫ロボット「FARO」の開発�
Development�of�“FARO,”�an�Automatic�Tomato�Harvesting�Robot�

� 長谷川�貴巨� 29�
� Takaomi�Hasegawa

� ■�トマト収穫ロボット� 荒木�秀和・戸島�亮� 33�
Tomato�Harvesting�Robot� Hidekazu�Araki・Ryo�Toshima

� ■�トマト収穫システムの構想と取り組み�
Tomato�Harvesting�System�Concept�and�Approach�

� 松田�啓明・服部�秀男� 39�
� Hiroaki�Matsuda・Hideo�Hattori

� ■�施設園芸を対象としたトマト果実自動収穫ロボットの開発�
Development�of�Automatic�Tomato�Fruit�Harvesting�Robot�for�Facility�Horticulture�

� 藤永�拓矢・安川�真輔・石井�和男� 43�
� Takuya�Fujinaga・Shinsuke�Yasukawa・Kazuo�Ishii

� ■�トマト果実の自動収穫能力を競うトマトロボット競技会�
Tomato-Harvesting�Robot�Competition�

� 石井�和男・松尾�貴之・武村�泰範・�
� 園田�隆・川尻�一志・西田�祐也� 48�
� Kazuo�Ishii・Takayuki�Matsuo・Yasunori�Takemura・�
� Takashi�Sonoda・Kazushi�Kawajiri・Yuya�Nishida
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本学会をご支援頂いている賛助会員の皆様をご紹介致します。
本学会webサイト（http://�www.rsj.or.jp/about/supporter/）にて会員の皆様のHPへリンクを貼らせて頂いております。

 （株）IHI
（株）アールティ
（株）アヴィス

 （株）アスク
（株）アドイン研究所
（株）アトックス技術開発センター
アナログ・デバイセズ（株）

 （株）イシダ
（株）インフィテック
NTN（株）

（株）エンプラス研究所
（株）オートネットワーク技術研究所
オリンパス（株）

 カクタス・コミュニケーションズ（株）
 川崎重工業（株）

 カワダロボティクス（株）
キャタピラージャパン（同）
キヤノン（株）

 Kudan（株）
クレスコ（株）

 （株）ココロ
（株）小松製作所／開発本部

 ZAZA（株）（産業用製品メーカー比較のメトリー）
 JFE スチール（株）

（株）ジェイテクト
（株）システムインフロンティア

 （株）システム計画研究所
シュンク・ジャパン（株）

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構
 新光電子（株）

 新明和工業（株）
（株）スペース・バイオ・ラボラトリーズ

 セイコーエプソン（株）
（株）せとうちシステム
セントラル警備保障（株）
綜合警備保障（株）セキュリティ科学研究所
ソニーグループ（株）

（株）ソミックマネージメントホールディングス
（株）竹中工務店／技術研究所
（株）チトセロボティクス

 TsukArm Robotics（株）
（株）データベース

 TIS（株）
THK（株）
TechShare（株）

（株）テムザック
 （株）デンソーウェーブ

（株）電通国際情報サービス
東海旅客鉄道（株）
東急建設（株）

（地独）東京都立産業技術研究センター
 東京ロボティクス（株）

（株）東芝
戸田建設（株）
特許庁
トヨタ自動車（株）
トヨタテクニカルディベロップメント（株）
ナゴヤホカンファシリティーズ（株）
ナブテスコ（株）

（株）日刊工業新聞社
NiKKi Fron（株）

 （株）日経 BP／日経 Robotics
日産自動車 車両生産技術開発本部

 日東精工（株）
日本航空電子工業（株）
日本精工（株）

（一財）日本品質保証機構
（一社）日本ロボット工業会
（株）ハーモニック・ドライブ・システムズ
パナソニック（株）エコソリューションズ社
パナソニック（株）生産技術本部

 （株）Piezo Sonic
日立建機（株）

 （株）日立製作所／ 
テクノロジーイノベーション統括本部

平田機工（株）
ファナック（株）

 （株）フエニックスコンタクト
（株）不二越
富士通（株）
富士ソフト（株）
古河電気工業（株）生産技術部

 WHILL（株）
（株）本田技術研究所／基礎技術研究センター
前田建設工業（株）技術研究所

（株）マキタ
マクソンジャパン（株）

（株）豆蔵
三井化学（株）
三菱重工業（株）
三菱電機（株）

 （株）村田製作所
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（株）リアルビズ
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 （株）ロボティズ

●御入会またはロゴの掲載をご希望の場合は，下記にお問い合わせください．
　一般社団法人日本ロボット学会 事務局 会員係　TEL 03（3812）7594，FAX 03（3812）4628，E-mail:service@rsj.or.jp

一般社団法人　日本ロボット学会　賛助会員のご紹介（50 音順）


