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１．緒論
近年，食糧自給率の向上という目標に対して，農業従事者
の高齢化や減少という問題がある．そのような現場では，労
働力不足を補い，生産性の向上が課題として挙げられている．
これを解決するために，自然と共生する農業用ロボット（ア
グリロボット）の開発が必要とされており，*36 付トラクタ
ーやパワーアシストスーツなどの機械が登場している．
しかし，野菜や果実のように色や形が一定でなく，傷つき
やすい生ものを収穫する場合，屋外又はハウス内を移動しな
がらの作業の機械化は困難があり，手作業が強いられるもの
が多く残されている．問題点が多々ある中での収穫ロボット
の開発例として，ミカン・ブドウ・キュウリなどが挙げられ
るが，農業を維持発展させていくためにも技術開発をさらに
進めていく必要がある．
 そこで本研究では，平成  年 12 月に北九州学術研究都市
で開催されたトマトロボット競技会に出場するトマト収穫
ロボットの開発を行うことを目的とする．本報では，トマト
収穫ロボットのロボット駆動コントローラの開発を報告す
る．

２．トマト収穫ロボット
競技会のために開発したロボットを )LJ に示す．台車の
前後運動で  軸，ボールねじを用いたアームの上下運動で 
軸，ボールねじを用いたアームの左右運動で  軸，エンドエ
フェクタのハンド開閉で  軸となっている．競技会ではレー
ル上を移動し，遠隔操縦により収穫する．そのために，各駆
動軸に回路を取り付け， 軸駆動のトマト収穫ロボットを製
作する．プリント基板で回路を作成し，メイン回路基板と他
の基板を 86% ケーブルで接続し，&$1 通信を行う．それぞれ
の回路に /(' を取り付けることにより，回路の動作を目で確
認可能にする．

Fig.1

Robot






３．コントローラ基板開発環境
本研究では回路図・プリント基板の設計を CADSOFT 社が
開発したプリント基板用 CAD ソフト eagle7.1.0 を使用する(1)．
このソフトでは，回路図から基板配線図を作成して，自身で
プリント基板をエッチングするための版またはガーバデー
タを出力できる．
プリント基板設計図をもとに Fig.2 に示すミッツ株式会社
が開発したプリント基板加工機 Auto Lab で基板加工を行う．
この加工機は，229mm×300mm 移動可能である．

Fig.2



４．コントローラ回路設計
コントローラの基板設計には，DC モータ駆動，CAN 通信，
PIC 書込みの機能を 1 つの基板にもたせる．プリント基板作
成のためには，まず eagle で回路図を書き，その回路図をも
とにボード図を作成する．Fig.3 に回路図，Fig4 の(a)に 1 次
設計のボード図，(b)に改良後のボード図を示す．
回路図作成にあたり，eagle の標準ライブラリに無い電子
部品を作成した．部品を作成する際には，回路図で使用する
シンボルデータ，ボード図で使用するパターンデータ，それ
らを組み合わせてデバイスデータを作成する．ボード図の 1
次設計では，なるべく配線がしやすいように部品を配置して
みたが，重なる線が多く，ノイズの影響を考えていないもの
であった．最終ボード図では，ノイズを減らし安定させるた
めに，電源線と GND 線を太くし，コンデンサと電源線，GND
線を基板の外回りにつけている．4 隅にはトマト収穫ロボッ
ト本体に取り付けるための取り付け穴を設置した．
設計の特徴として，モータ駆動のための電流を流すため，
ノイズが発生して PIC が壊れないようにアイソレーション
という方法で絶縁を行っている．そのため GND を 2 種類設
定した．
基板には USB コネクタと LED を装着しており，各回路は
USB ケーブルで接続でき，LED はそれぞれの回路が動作し
ているかを目で確認できるようにしたものである．
さらに，チェックポイントとして，無駄に遠回りしている
線がないか，無駄なビア(表裏をつなぐだけの穴)がないか，
ピン番号は合っているか，電源線はなるべく真っ直ぐである
かを確認した．
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Auto Lab

抵抗選定
 回路内に Fig.7 に示す抵抗分圧が存在する．5V が供給され
て PIC に 3.3V 以上を供給するための抵抗 R1 と R2 を選定し
た．抵抗比でいくと式(1)，(2)より R1 対 R2 が 170 対 330 で
あるが，
330Ωの抵抗はあるが 170Ωの抵抗がなかったため，
一番近い抵抗比を選定する必要がある．
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170Ωに一番近い抵抗値が 150Ωであるので，
試しに R1 を 150
Fig.3

Ω，R2 を 330Ωとして計算する．



Circuit diagram

330

150+330

× 5 = 3.4375

    ・・・(3)

次に R1 を 150Ω，R2 を 300Ωとして計算する．
300

150+300

× 5 = 3.333              ・・・(4)

式(3)，(4)より R1:R2=150:300 は抵抗比が近いため R1 を 150
Ω，R2 を 300Ωに選定した．

    

(a) 1st trial
 (b) Final board
Fig.4 Board



Fig.7 Partial resistance

アイソレーション
Fig.5 に示すように，モータを動かすために大きな電流を
流す場合を考察する．この場合，モータドライバの GND に
ノイズが発生すると，GND を介して PIC にもノイズが伝わ
ってしまう．それを避けるための絶縁方法にアイソレーショ
ンという手法がある．Fig.6 のようにフォトカプラという発
光ダイオードとトランジスタが 1 対になっている部品をは
さむことで GND を分けることが可能である．フォトカプラ
内では，まず発光ダイオードに電流が流れると発光ダイオー
ドが点灯し，発光ダイオードの光でフォトトランジスタを導
通させる．このように GND を分けることでモータを大きな
電流で回して GND にノイズが発生しても PIC にノイズが伝
わることはない．このように絶縁を行っている．

５．コントローラ基板製作
 Fig.8 の(a)にプリント基板の表面，(b)にプリント基板の裏
面を示す．Fig.8 に示す基板に部品を取り付け，モータを動
かし動作確認を行ったところ，LED，モータともに正常に動
作した．

(a)Front side
(b)Back side
Fig.8 Printed circuit board

Fig.5

Circuit example

Fig.6

Isolation




６．結論
本研究でトマト収穫ロボットの 4 軸駆動コントローラ基
板を開発した．
(1) アイソレーション設計により，PIC とモータドライバの
GND を分離し，ノイズの絶縁設計を行った．
(2) コントローラの動作状況をチェックするための LED を
付加し，信号状態を確認できた．
(3) コントローラ基板を製作し，モータ動作を確認した．
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