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有毒物質を使わずに雑草を取り除く

uEye+ 産業⽤カメラ搭載のインテリジェントロボットで除草剤を不要に

植物保護製品は、今⽇の農業にとって⽋かせない存在です。作物を保護し、雑草や害⾍を除去することが⽬的です。German Federal

Environment Agency によると、2019 年、使⽤された植物保護製品のうち、50.6% が除草剤 (殺草剤) 群でした。ただし、⽬的とする効

果だけでなく、⼈体や環境にも多⼤なリスクをもたらします。これにより、⽣物多様性や隣接区域の⽔質に悪影響を及ぼします。⽣物多

様性は低下しています。2019 年、Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich の学⽣が、除草剤を過剰に使⽤することなく、

よりサステナブルな農業を実現するロボットを開発するため、Rowesys プロジェクトを⽴ち上げました。このロボットの基盤にあるのが

uEye+ 産業⽤カメラで、IDS Imaging Development Systems GmbH の GigE Vision インターフェースを搭載しています。

アプリケーション

チームは、電気⼯学、機械⼯学、⼯業デザインを専攻する 10 ⼈の学⽣で構

成され、わずか 9 か⽉間で最初のファンクショナルプロトタイプ Rosie を

作成しました。ロボットには、ハウジング内部のすべてのコンポーネント

を保護する外部シェルがあります。内部には強⼒なバッテリーが 2 つと、

システムの電気部品の⼤部分を収容しているコントロールボックスがあり

ます。アルミニウムプロファイルを使⽤し、ロボットはスケルトン構造に

なっています。4 本の独⽴して刈り取れるグースフット型の鋤で、Rosie は

作付けされた植物の間から雑草を全⾃動で除去します。雑草は、ロボット

の背後の⼟から引き抜き取られ、作物の列の左右に捨てられます。この⽅

法で、環境に有害な除草剤の使⽤を抑⽌できます。ロボットは農地を⾃律

的に⾛⾏するので、農家の負担は最⼩限に削減されます。さらに、ジョイ

スティックを使⽤して直感的かつスムーズに操作できます。

0:00



製品活⽤例

2IDS Imaging Co., Ltd. | 3F, Mita Nexus Building, 1-3-33 Mita, Minato-ku | 108-0073 Tokyo | ⽇本

電話番: +81 3 6260 0833 | メール: apacsales@ids-imaging.com | ウェブサイト: www.ids-imaging.jp

Rosie の動作 - ⽬標は作物の⻑期的な監視

Rosie が農地を⾃律的に⾛⾏するためには、正確な位置と、作物の列の終

わりを把握できなければなりません。このために、ロボットには数台のカ

メラとセンサーが取り付けられ、経路を位置を認識するアルゴリズムが搭

載されています。取得したデータに基づき、常に農地内の認識された列に

沿って移動します。列の終わりに到達すると、転回モードに切り替わり、次

の列を⾒つけます。このようにして、農地全体を⾛⾏します。モーターが 4

台あるため、各⾞輪を個別に制御できます。このため、Rosie の機動性は⾮

常に⾼く、中でもその場でのフルターンが可能です。

チームは現在、さらなる開発とシステムの最適化に取り組んでいます。さまざまな監視タスクが項⽬として挙げられています。⻑期にわたって作物を観察

し、農家や栽培業者に、成⻑過程に関する情報などを提供することが⽬的です。このため、Rosie には丈夫な IDS 産業⽤カメラが追加されました。「画像

を使⽤して雑草と作物を⾒分けて、除草剤を使わずに雑草を取り除きます」 そして、ロボットの下部にある可動ツールで、作物の周囲の雑草を直接除去し

ます。「今後は、インテリジェントな画像処理の⼒を借りて、さらに多くの情報が抽出されます。たとえば、収穫⾼の予想データや、植物病害の早期検出

などです」と、ETH Zurich - Rowesys 重点プロジェクトの Timo Schönegg ⽒は説明します。

カメラはロボットの底⾯に取り付けられ、真下に向けられています。ロボ

ットが農地を⾛⾏する間、作物を上部から撮影します。ニューラルネット

ワークを利⽤して、⽤途に合わせて上記の分析を実⾏できます。今後この

情報は、真菌感染などに対して、農家が早期段階で対策を取る⼿助けとな

るでしょう。Rosie は今のところ、テンサイ、⼩⻨、トウモロコシの畑で

の実地試験に使⽤されています。

ロボットが農地を⾛⾏し、カメラが上からトウモロコシを

撮影

カメラ

使⽤されるカメラのモデルは、農地で使⽤するための特殊な仕様を満たす必要があります。「私たちの評価では、⾼解像度カラーセンサーを搭載し、ロボ

ットが常時移動していても、短い露出時間で鮮明な画像を撮影するカメラが必要です。天候によっては農地で過酷な環境にさらされることもあり、埃や⽔

滴に対する耐性も必要です」と Timo Schönegg ⽒は語ります。他の選択基準は、Linux/ROS との互換性、コンパクトなサイズ、短時間で応答する⾼速デ

ータ転送でした。広⾓レンズの使⽤もまた、検討すべき対象でした。

Rowesys チームは uEye+ の GV-5040FA-C-HQ タイプを選びました。

https://jp.ids-imaging.com/files/images/support/knowledgebase/case-studies/Rowesys/ids-case-study-rowesys-rosie-1-rgb.jpg
https://jp.ids-imaging.com/files/images/support/knowledgebase/case-studies/Rowesys/ids-case-study-rowesys-mais-screenshot-rgb.png
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— ETH ZÜRICH - ROWESYS 重点プロジェクト、TIMO SCHÖNEGG ⽒ —

私たちが選んだカメラには⾮常に満⾜しています。厳しい要件を完全に満たし、過

去数か⽉間で⼤量のデータを収集できました。このデータを使⽤して、ソフトウェ

アのトレーニングを進めていきます。

モデルは uEye FA ファミリーの⼀員で、耐久性に優れ、IP65/67 保護等級に対応しているので過酷な環境に最適です。ピクセル前処理、LUT、ガンマなど

の機能はカメラに統合済みなので、必要なコンピューティング能⼒は低くなります。

画像データで収穫⾼の予想データや植物病害の早期検出などの情報を提供

暗い環境や⾼速で移動する被写体を撮影するときでも、優れた画質を実現するため、GV-5040FA-C-HQ には Sony Pregius シリーズの IMX273 グローバル

シャッター CMOS センサーが搭載されています。このセンサーは、感度とハイダイナミックレンジの⾯で特に重要です。センサーの解像度は 1.58 MPixel

(1456 x 1088 px) で、フレームレートは 78.0 fps です。

プログラミング⾔語 C++ で作成された Robot Operating System ライブラリ ROS を使⽤して、ロボットの制御とセンサーの読み取りが⾏われます。IDS

カメラ向けに機能する ROS ドライバーがすでに存在しているので、統合は容易で⼿間はかかりませんでした。その後の画像処理向けに、ETH チームはイ

ンハウスで開発されたアルゴリズムを使⽤して、上記のように雑草と作物を識別します。「今記録されているデータを使⽤した、収穫⾼予想や病害の検出

向けの機械学習アルゴリズムを現在計画しています」と Timo Schönegg ⽒は⾔います。

今後の予定

農業⽤ロボットが果たす役割は、将来ますます重要になります。どのような環境でも、どのような照明条件や天候条件でも、確実に各種のタスクを実⾏で

きるようにするには、優れた画像処理ソフトウェアだけでなく、信頼できるカメラが何よりも必要です。このようなカメラシステムを未来のロボットで使

⽤する⽅法は、3D からマルチスペクトルカメラまで、多岐に渡ります。Rowesys チームは、今後はインテリジェントなカメラベースのソリューションに

特に重点を置いて取り組み、⾰新的なテクノロジーによる、よりサステナブルで効率的な農業の実現に貢献していきます。雑草の除去に除草剤を使わず、

環境を取り戻しましょう。

https://jp.ids-imaging.com/files/images/support/knowledgebase/case-studies/Rowesys/ids-case-study-rowesys-composing-rgb.jpg
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GigE uEye FA - 強⼒で丈夫

モデル:GV-5040FA
インターフェース:イーサネット
センサーのタイプ:CMOS
メーカー:Sony
フレームレート:78.0 fps
解像度:1.58 MP
シャッター:グローバルシャッター
センサーフォーマット:1,456 mm x 1,088 mm
⼨法:41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
重量:173g
コネクター:GigE M12、ねじ⽌め式
⽤途:マシンビジョン、機械⼯学、計測学、表⾯検査、物流、ファクト
リーおよびプロセスオートメーション、その他多数

クライアント

Rowesys - ロボット除草システム - は、除草剤の過剰な使⽤を抑制するこ

とを⽬的とする、学⽣プロジェクトです。この構想を実現するため、熱意

ある 10 名の学⽣、8 名の専⾨家のコーチと⽀援者からなるチームが ETH

Zurich に集結しました。チームは協⼒して、視覚センサーを使⽤して雑草

を⾒分けて除去する、⾃律的除草ロボットを開発しました。その結果、使

いやすく時間を短縮できる除草制御システムが誕⽣しました。

https://rowesys.ethz.ch/

https://jp.ids-imaging.com/store/gv-5040fa.html
https://rowesys.ethz.ch/
https://rowesys.ethz.ch/

