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2.1.1 屋内外の自動走行
　AGFは工場や倉庫のような屋内での使用を前
提としており、リーチ型フォークリフトをベース
車両としている。
　本開発での使用場所は屋外の不整地路である圃
場や屋外のトラック駐車場と屋内の保管場を作業
場所とする集荷場での運用を想定しており、AGF
をそのまま適用することはできない。
　フォークリフト型式は不整地での使用を可能
とするため電動カウンター型フォークリフトの
8FB25をベース車両とし、屋内屋外をシームレス
に走行可能とすることを狙いとした新たな自己位
置検出方式を開発した（図4）。諸元を表1に示す。

2.1.2 不定位置の自動荷役
　AGFは棚や出荷レーンに置かれた荷物を荷役
対象としており対象物の位置・姿勢は一定位置に
あることを前提として自動荷役機能が設計されて
いる。
　これに対し本開発で想定される荷役作業では入
荷トラック上から荷物を降ろす荷とり作業や出荷
トラック上のコンテナに荷物を格納する荷積み
作業が含まれている。これらの作業では入集荷ト
ラック車種の違いやトラックの駐車場所の違いに
よって荷役対象物の位置・姿勢が一定でなく変化
する。このような作業でも自動荷役できることを

図4 自動運転フォークリフト
Fig.4 Appearance of autonomous forklift

表1 自動運転フォークリフト諸元
Table1 Specification value of autonomous forklift

重　　　　　量 4,000 ［kg］
許　容　荷　重 2,400 ［kg］
全　　　　　長 3,494［mm］

幅 1,853［mm］
最　高　速　度 1［m/s］
旋回時最高速度 0.7［m/s］

狙いとし、新たに荷役対象物の位置・姿勢を検出し
て自動荷役を行う技術を開発した（図5）。

3 開発技術

3.1 システム構成
　フォークリフトの自動運転システムは大きくセ
ンサ、ロジック、アクチュエータの3要素より構成
されている。
　センサは人の作業における目の部分に相当し、
自己位置を正しく検出し誘導を行う自己位置セ
ンサ、荷役を行う対象物の位置・姿勢を検出し自
動荷役を行うセンサならびに安全担保ための障
害物センサの各センサが必要である。複数種の
センサの組み合わせによりロバスト性の向上を
図っている。
　ロジックは頭脳に相当しセンサ出力を元に自己
位置、対象物の位置・姿勢、障害物の検出の計算を
行いさらにそれらの結果をもとに速度・加減速度
や各種動作の指令値を計算し出力する。
　アクチュエータは指令値に基づき走行・操舵・制
動・荷役の各動作を具体的に実行する構成部品で
ある。駆動と荷役については既存のアクチュエー
タを活用し操舵と制動については追加のアクチュ
エータを搭載した（図6）。

図5 トラックヤードでの荷とり、荷積み
Fig.5 loading and unloading at truck yard

図6 自動運転フォークリフトシステム構成
Fig.6 System of autonomous forklift
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1 はじめに

1.1 背景
　少子高齢化を背景に農業分野において労働力不
足対応が喫緊の課題となっている。農林水産省の統
計によると、農業就業者の人口は減少傾向にあり、労
働力や後継者不足などの問題が生じている（図1）。

　このような背景から国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究
支援センター（農研機構生研支援センター）の委託
により農業における労働集約的作業（防除、収穫、
運搬、調製等）のロボット化・自動化による省力体
系の構築を目的として「露地野菜生産ロボット化
コンソーシアム」が設立された。当社はこのコン
ソーシアムに参画し、圃

ほ
場
じょう

ならびに集荷場での入
出荷作業の自動化を実現する自動運転フォークリ
フトの開発に着手した（図2）。本コンソーシアム
は2016年度から2020年度までの5か年でロボッ
ト化・自動化の基盤技術を確立する計画である。

図1 就農人口の変化［1］
Fig.1 Transition of farmer population ［1］
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2 開発の狙い

2.1 自動運転フォークリフトの開発の狙い
　 当 社 は リ ー チ 型 自 動 運 転 フ ォ ー ク リ フ ト
Rinova AGF［Automated Guided Forklift］（以
下、AGF）を商品化し販売している。AGFは工場内
や倉庫での工程間搬送、製品入出庫作業の自動化
に活用いただいている。本開発では圃場や集荷場
での運用を念頭に従来のAGFにはない技術とし
て屋内外自動走行と不定位置の自動荷役の2つを
開発の狙いとした（図3）。

図2 露地野菜生産ロボット化コンソーシアム
Fig.2 Vegetable Production Robotization Consortium
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図3 自動運転フォークリフトの開発内容
Fig.3 Target of autonomous forklift
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要　旨 　農業における労働集約的作業のロボット化・自動化を目指した「露地野菜生産ロボット化コンソーシアム」が設立さ
れ当社は本コンソーシアムに参画し自動運転フォークリフトの開発に着手した。本開発では屋内外をシームレスに自
動走行でき、荷物の置き場所が一定でない場所においても自動荷役作業が可能なカウンター型自動運転フォークリフ
トを目指しておりその開発状況について紹介する。
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Abstract 　TICO Participates in the "Vegetable Production Robotization Consortium" aiming at robotization of 
labor intensive work in agriculture and TICO has started development of autonomous forklift truck. The 
key technology of autonomous forklift truck class1 is indoor-outdoor seamless driving and Automatic 
loading-unloading at unfixed locations.
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れたカメラによってマーカの位置・姿勢を検出す
る方式である（図12）。

　マーカにより検出されたパレットとフォーク
リフト相対位置を元に走行経路の算出を行う。
フォークリフトの操舵機構はアッカーマンリンク
を採用しており、小回り性のよい設計としている
が誘導可能な経路には制限がある。最小回転半径
と操舵速度を考慮したうえで荷物の正面に誘導す
る経路をクロソイド近似曲線によりリアルタイム
に生成する手法を開発した（図13）。

　位置・姿勢検出に基づき生成した経路に沿って
誘導制御を行うことにより自動荷とり作業ができ
ることを確認した。
　
　マーカによる位置・姿勢検出は信頼性が高いが、
マーカを貼り付ける必要がある。将来に向けた取
り組みとして、マーカを使用せずディープラーニ
ング等を活用した画像認識による位置・姿勢推定
技術の開発にも取り組んでいる（図14）。

3.3.2 荷積み自動化技術
　出荷トラック上のコンテナ内に荷物を格納する
荷積み作業の自動化を検討した。今回対象として
いる搬送パレットは、コンテナ内の収納密度を高

図12 マーカによるパレット検知
Fig.12 Detection of pallet with markers
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図13 クロソイド曲線とクロソイド近似曲線
Fig.13 Clothoid curve and clothoid approximate curve
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図14 画像認識によるパレット位置姿勢検知
Fig.14 Pallets position detection using image processing technology

3.3 自動荷役技術
　荷役作業はトラック上の荷物や平置きされた荷
物を運搬するためにフォークリフトでの荷とり作
業とフォークリフト上の荷物をトラック、棚、コン
テナに格納する荷積み作業にわけられる。今回は
荷とりと荷積みの両作業の自動化を検討した。

3.3.1 荷とり自動化技術
　入荷トラック上の荷物や平置きされた荷物を荷
とりする場合、フォークリフトと荷物間の相対位
置と姿勢角度は一定ではない。車両と荷物の中心
線がずれている場合や荷物が斜めに置かれてい
る場合も想定される。一方フォークを荷物下の隙
間に挿入して荷とりを行うためには荷物の正面
にフォークリフトを誘導する必要がある。これら
の作業を自動化するためには次の3要素技術が必
要である。1）フォークリフトと荷物の相対位置関
係を正確に把握する位置姿勢検知 2）荷物の正面
にフォークリフトを誘導するための経路生成 3）
経路通りに誘導する制御技術。本技術は当社と豊
田中央研究所が共同開発を進めてきた、入出荷場
での自律移動技術を応用している（図11）。

　荷役対象物の位置・姿勢の検出には検出信頼性
の高さと多様なパレットへの対応が可能な方式と
してマーカ方式を検討した。本方式はパレットに
二次元マーカを貼付け、フォークリフトに搭載さ

図10 SLAMとGNSSの切替による自己位置検知
Fig.10 Position detection system by SLAM & RTK-GNSS
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図11 パレット荷とりの構成技術
Fig.11 Pallet approach technology
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3.1.1 自動操舵機構
　8FB25の操舵機構は油圧式パワーステアリン
グを採用しており、外部指令値により操舵を行う
ための機構を内蔵していない。本開発では手動運
転、自動運転の双方に対応させるため、ステアリン
グポストとギアを介して連結された電動モータを
追加搭載しモータの駆動によりステアリングを回
転させ操舵を行う機構を開発した。

3.1.2 自動制動機構
　電動フォークリフトの制動は運転者のブレーキ
操作に従い駆動モータの発電による回生制動と機
械式ブレーキの組み合わせにより行われる。回生
制動は外部指令値による制御が可能であるが、電
源遮断時やシステムエラー時に作動させることが
できない。電源遮断時にも非常停止制動ができる
よう、アキュムレータと油圧シリンダを組み合わ
せて機械式ブレーキを作動させる機構を開発した

（図7）。

3.2 屋内外自動走行技術
　自己位置検出方式は磁気誘導を使用せず屋内
外での自動走行に対応するため、レーザSLAM

（Simultaneous Localization and Mapping）、
RTK-GNSS（Real Time Kinematic Global 
Navigation Satellite System）を組み合わせる方
式を開発した。
　レーザSLAMは建物などのランドマークをレー
ザによって検出し、同じくレーザによってあらか
じめ計測された地図との照合により自己位置を検
出する方式である。その特性上ランドマークが多

図7 自動運転用アクチュエータ
Fig.7 Actuator for autonomous forklift

自動制動油圧ユニット

自動操舵モータ

数存在する屋内や建物周辺では高精度に位置検出
が行えるが圃場のようにランドマークが少ない場
所では位置検出が困難である（図8）。

　一方RTK-GNSSは衛星測位と呼ばれる方式で
あり、高度約2万kmの衛星から送信される信号を
元に位置計測を行う技術である。RTK方式は基地
局からの補正信号を用いて電離層誤差の補正を行
いcm級の精度を得る技術である。衛星測位の特
性上衛星からの信号が遮蔽される場所では高精度
な位置検出は行えない（図9）。

　本開発では屋内外双方で使用することからレー
ザSLAMとRTK-GNSSを組み合わせて位置精度を
検出する方式を開発した。フォークリフトは構内
の有限エリアにおいて使用されるため、エリア内
で屋外走行エリアと屋内走行エリアを概略区分け
することは可能である。そこで建物近傍のSLAM
走行エリアと屋外のGNSS走行エリア並びに中間
に切替走行エリアを設定する開発をした。本方式
により、集荷場内、出入口、集荷場ならびに圃場に
おいてフォークリフトの自動走行ができることを
確認した（図10）。

図8 SLAMの原理
Fig.8 Principle of SLAM

候補

推定結果

図9 RTK-GNSSの原理
Fig.9 Principle of RTK-GNSS
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自動運転フォークリフトの開発

　本開発は、集荷場での自動化を目標としていますが、屋内外走行、不定位置荷役など技術課題が多く、社内
外の多くの方に支えられた開発となっています。初めて集荷場での人による作業を見学した時は、「本当に
自動化可能なのか?」と皆が疑問に思うような状況でしたが、必要な検知、制御などの要素技術を一つ一つ
洗い出して、関係者のアイディアを重ねることで、実際に集荷場で自動運転できることを確認するまでに至
りました。今後は安全性、品質を更に向上させて2020年に予定されている実証試験に向けて開発を推進し
ていきます。

自動運転フォークリフトの開発
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めるためパレット間の横方向の隙間が数cmしか
ないような大きさのパレットが使用されている。
このような隙間の小さいコンテナへの荷積みの自
動化には高精度な制御が必要である（図15）。

　フォークリフトはリフトとサイドシフトによっ
て高さ方向と左右方向の位置調整が可能である。
そこでフォークリフトをコンテナ正面に誘導した
うえで荷積みの位置調整制御を行い格納する方式
とした。コンテナへの誘導はコンテナの位置・姿勢
をレーザセンサで検出し、荷とり自動化で開発し
た経路生成技術を使用して誘導を行う。コンテナ
内への格納はコンテナ内の格納可能スペースを
レーザセンサにて検出しリフトとサイドシフトを
操作して行っている（図16）。

4 結果
　上記要素技術を実装させた自動運転フォークリ
フトの評価を当社評価場で実施した。屋内外走行
については車両格納庫と屋外走行路の間で自動走
行を行い誘導精度の評価を行った。自動荷役につ
いてはトラックからの荷とり、コンテナトラック
上のコンテナへのパレット荷積みの評価を行った

（図17）。

図15 荷積み対象のコンテナ
Fig.15 Shipping container

図16 コンテナ自動荷積み技術
Fig.16 Automatic loading technology to container

コンテナ位置姿勢検知 荷積みスペース検知による
荷積み制御

　車両誘導精度として左右方向の位置精度と姿勢
角精度が重要であるが、必要な精度を満たしてい
ることを確認した。

5 まとめ
　集荷場での運用を想定し、電動カウンター車を
ベースに屋内外走行、不定位置の自動荷役に対応
した自動運転フォークリフトを開発した。2020
年度にはJA集荷場で実運用を想定した実証試験
を行う予定である。現在これに向け集荷場現場で
の動作確認を通して課題を抽出し、安全性、品質の
向上に取り組んでいる。
　本開発は農業分野の自動化を想定しているが、
工場のトラックヤードなど他の場面でも適応でき
る技術であり、今後も3.2.1で述べたディープラー
ニングを活用するなどし、より人の動作に近づけ
た自動運転フォークリフトの開発を進めていく。
　本研究は、農研機構生研支援センター「革新的技
術開発緊急展開事業（うち人工知能未来農業創造
プロジェクト）」の支援を受けて行ったものであ
り、厚く感謝の意を表します。
　本開発にあたり多大なご指導・ご協力をいただ
きました立命館大学様をはじめコンソーシアムメ
ンバーの皆様、豊田中央研究所様、社内外の関係部
署の皆様に深く感謝致します。
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図17 自動運転フォークリフトによる自動荷役
Fig.17 Automatic handling with autonomous forklift
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