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(54)【発明の名称】作物個体別追肥方法及び装置
(57)【要約】
【課題】

（修正有）

列状に栽培されている作物の個体の大きさを

計測し、それぞれの個体に応じて追肥を行って作物全体
の生育をほぼ平均化させる。
【解決手段】

．列状に栽培されている作物の各個体

の生育状態をカラービデオカメラ３により撮影し、この
撮影した映像を画像処理して各個体作物の生育状況を把
握し、それぞれの個体作物の生育状況に応じて追肥機構
に指令を発して追肥量を制御し、以後の作物全体の生育
をほぼ平均化させて一斉収穫を可能にする作物個体別追
肥方法。

．トラクタ２に、追肥機構６と、作物列を上

方から撮影するカラービデオカメラ３と、カラービデオ
カメラ３からの映像を画像処理して個体作物別の葉面積
を計測する画像処理用コンピュータ４と、個体作物別の
葉面積情報に基づいて追肥機構６に制御信号を発して個
体作物別に施肥する追肥機構制御用コンピュータ５と、
位置センサー１１を備えた作物個体別追肥装置。
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【特許請求の範囲】

生育状況に応じて追肥を行う、また、列状に栽培されて

【請求項１】

圃場に栽培されている作物の生育状態を

いる作物の各個体の生育状態をカメラにより撮影し、こ

カメラにより撮影し、この撮影した映像を画像処理して

の撮影した映像を画像処理して各個体作物の生育状況を

個体作物の生育状況を把握し、それぞれの個体作物の生

把握し、それぞれの個体作物の生育状況に応じて追肥機

育状況に応じて追肥を行うことを特徴とする作物個体別

構に指令を発して追肥量を制御し、以後の作物の生育コ

追肥方法。

ントロールを行って作物全体の生育をほぼ平均化させ、

【請求項２】

列状に栽培されている作物の各個体の生

一斉収穫を可能にする作物個体別追肥方法を特徴として

育状態をカメラにより撮影し、この撮影した映像を画像

いる。

処理して各個体作物の生育状況を把握し、それぞれの個
体作物の生育状況に応じて追肥機構に指令を発して追肥

【０００６】Ｂ．移動車体に、追肥機構と、作物列を上
10

方から撮影するビデオカメラと、ビデオカメラからの映

量を制御し、以後の作物の生育コントロールを行って作

像を画像処理して個体作物別の葉面積を計測する画像処

物全体の生育をほぼ平均化させ、一斉収穫を可能にする

理用コンピュータと、個体作物別の葉面積情報に基づい

ことを特徴とする請求項１記載の作物個体別追肥方法。

て追肥機構に制御信号を発して個体作物別に施肥する追

【請求項３】

移動車体に、追肥機構と、作物列を上方

肥機構制御用コンピュータと、位置センサーを備えた、

から撮影するビデオカメラと、ビデオカメラからの映像

また、上記追肥機構に、ノズル駆動制御用電動クラッチ

を画像処理して個体作物別の葉面積を計測する画像処理

を有する液肥注入ノズルを設けた作物個体別追肥装置を

用コンピュータと、個体作物別の葉面積情報に基づいて

特徴としている。

追肥機構に制御信号を発して個体作物別に施肥する追肥

【０００７】

機構制御用コンピュータと、位置センサーを備えたこと

【作用】上記の手段及び構成により本発明の作物個体別

を特徴とする作物個体別追肥装置。
【請求項４】

20

追肥方法及び装置は、列状に栽培されている作物の各個

上記追肥機構に、ノズル駆動制御用電動

体の生育初期における生育状況が把握され、それぞれの

クラッチを有する液肥注入ノズルを設けたことを特徴と

個体作物の生育状況に応じて追肥機構からの追肥量を変

する請求項３記載の作物個体別追肥装置。

えて追肥が行われて以後の作物全体の生育がほぼ平均化

【発明の詳細な説明】

される。その結果、収穫期に一斉機械収穫が可能とな

【０００１】

り、畑作物における播種から収穫までの機械化一貫作業

【発明の属する技術分野】本発明は、列状に栽培されて

体系が確立される。

いる作物の個体の大きさを計測し、それぞれの個体に応

【０００８】

じて追肥を行って作物全体の生育をほぼ平均化させるよ

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付

うにした作物個体別追肥方法及び装置に関する。

の図面を参照して具体的に説明する。図１において、符

【０００２】

30

号１は作物個体別追肥装置（機械）で、移動車体として

【従来の技術】北海道のような大規模畑作地帯において

のトラクタ２を基幹として、これに各種の装置、機構を

一斉機械収穫を前提とした直播野菜栽培体系を確立する

装着している。トラクタ２の前側に、トラクタ２の走行

には、移植栽培より大きな発芽及び初期生育の不揃いを

と共に作物列を上方から撮影するカラービデオカメラ３

解消する技術が必要とされる。これらの解決には、品種

を取付けている。また、トラクタ２には、ビデオカメラ

開発、栽培技術、機械開発など種々な側面からのアプロ

３からのカラー映像を画像処理して、個体作物別の葉面

ーチが考えられる。しかし、従来の技術では、圃場全体

積を計測する画像処理用コンピュータ（ノート型）４

にほぼ均等な量の施肥をすることで作物の管理をしてい

と、個体作物別の葉面積情報に基づいて後述する追肥機

たため、その時点で生育に差がある個体間の不揃いを解

構６に制御信号を発して個体作物別に施肥を行うる追肥

消できない。
【０００３】

機構制御用コンピュータ（ボード型）５とを設けてい
40

る。

【発明が解決しようとする課題】本願発明者らは、圃場

【０００９】追肥機構６は、トラクタ２の後部に、三点

での作物生育情報を基に、局所的あるいは作物個体毎に

リンク機構７を介して昇降可能に装着されている。この

生育を調節する作業技術を開発することを目的として本

追肥機構６には、図示省略した液肥タンク及び液肥を後

発明を完成させた。

述する液肥注入ノズル１０に送る液肥ポンプと、後述す

【０００４】

るノズル駆動輪兼位置センサー１１からの動力を受ける

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

縦長形状のノズル駆動ケース８と、このノズル駆動ケー

めに本発明は、以下の手段、構成を有している。

ス８に上下一対のクランクアーム９を介して上下回動可

【０００５】Ａ．圃場に栽培されている作物の生育状態

能に支持され、圃場に対して地上位置と地中挿入位置と

をカメラにより撮影し、この撮影した映像を画像処理し

に移動可能の液肥注入ノズル１０と、追肥機構６の後方

て個体作物の生育状況を把握し、それぞれの個体作物の

50

に設けられ、接地車輪及びロータリーエンコーダーから
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なるノズル駆動輪兼位置センサー１１とを備えている。

物の生育が大きい）ものには施肥量を少なくして、以後

【００１０】また、追肥機構６には、ノズル駆動輪兼位

の作物の生育がほぼ揃うようにする。

置センサー１１からの動力をノズル駆動ケース８に伝達

【００１４】ビデオカメラ３では、トラクタ２の走行中

する過程で、追肥機構制御用コンピュータ５から発せら

に作物列（畝）を直上約８０ｃｍから連続して撮影する

れるノズルの駆動信号５ａによりオン・オフして液肥注

が、その映像は毎秒３０コマで、画像処理用コンピュー

入ノズル１０の回転駆動を制御するノズル駆動制御用電

タ４の画面入力ボードに送られる。ノズル駆動輪兼位置

動クラッチ１２と、追肥機構制御用コンピュータ５から

センサー１１からの位置情報は、追肥機構制御用コンピ

発せられる流量制御バルブの駆動信号５ｂによって、液

ュータ５で計測されて、５マイクロ秒毎に画像処理用コ

肥ポンプにより液肥注入ノズル１０に供給される液肥流
量を制御する液肥流量制御電磁バルブ１３とを設けてい

ンピュータ４に対して出力される。画像処理用コンピュ
10

ータ４は、作物個体認識を経て個体の葉面積を計測す

る。

る。葉面積の値から計算した施肥量の値に、画像取り込

【００１１】トラクタ２の走行によりビデオカメラ３に

み時の作物位置情報を付加して、追肥機構制御用コンピ

より撮影された作物（例えばキャベツ）の映像は、画像

ュータ５にオンライン転送する。

処理用コンピュータ４に入力されて図２及び図３に示す

【００１５】作物の位置情報は、位置センサーの値とビ

ような行程を経て画像処理される。画像処理用コンピュ

デオ画像内の作物中心位置とから補正されるので、同一

ータ４では、図３のようにビデオカメラ３の撮影範囲で

個体がカメラのファインダ内で移動して再度計測されて

撮影された原画像１４の１コマをデジタイズし、画像間

も、その作物個体の位置情報は変化しない。追肥機構制

演算（Ｇ−Ｒ）を行い、２値化（しきい値＝１）し、ノ

御用コンピュータ５は、作物位置情報及び、ビデオカメ

イズ除去してラベリング処理を行う。ラベリング後１５

ラ３と液肥注入ノズル１０の距離とから液肥注入ノズル

の画像は図２の通りである。その後近傍定義・グループ

20

１０を駆動させる位置を計算し、その位置と施肥量をメ

化を行うと図２のグループ化後１６の画像になり、この

モリに記憶する。現在位置とメモリ内の位置情報を比較

画像から撮影領域周縁部除去を行ってから作物葉面積情

して、液肥注入ノズル１０を回転させるべき位置に到達

報として位置情報と共に追肥機構制御用コンピュータ５

したときに、ノズル駆動制御用電動クラッチ１２を接続

に送り、デジタイズに戻る。

させ、液肥注入ノズル１０の回転を開始させる。

【００１２】一方、ノズル駆動輪兼位置センサー１１に

【００１６】これらの各作業における制御をさらに詳細

おいては、接地輪の回転により得られた動力を追肥機構

に示したのが、図４及び図５のフローチャートである。

制御用コンピュータ５からの指令によりによりノズル駆

図４では画像処理と施肥機構制御の連動関係全体を、図

動ケース８に伝達して液肥注入ノズル１０を回転駆動さ

５では施肥機構の制御をさらに詳しく説明している。

せる。また、位置センサーとしてのロータリーエンコー

【００１７】

ダーから得られた位置情報は、追肥機構制御用コンピュ

30

【発明の効果】以上説明したように本発明による作物個

ータ５に入力される。この位置情報は、追肥機構制御用

体別追肥方法及び装置によれば、以下の作用効果を奏す

コンピュータ５から画像処理用コンピュータ４にも送ら

ることができる。

れる。

【００１８】

【００１３】追肥機構制御用コンピュータ５では、画像

をカメラにより撮影し、この撮影した映像を画像処理し

処理用コンピュータ４から送られた個体作物別の葉面積

て個体作物の生育状況を把握し、それぞれの個体作物の

情報に基づいて、ノズルの駆動信号５ａと流量制御バル

生育状況に応じて追肥を行う、また、列状に栽培されて

ブの駆動信号５ｂを発し、追肥機構６を作動させる。ノ

いる作物の各個体の生育状態をカメラにより撮影し、こ

ズルの駆動信号５ａが発せられると、ノズル駆動制御用

の撮影した映像を画像処理して各個体作物の生育状況を

電動クラッチ１２がオンとなってノズル駆動輪兼位置セ
ンサー１１からの動力がノズル駆動ケース８に伝達さ

．圃場に栽培されている作物の生育状態

把握し、それぞれの個体作物の生育状況に応じて追肥機
40

構に指令を発して追肥量を制御し、以後の作物の生育コ

れ、クランクアーム９，９を介して液肥注入ノズル１０

ントロールを行って作物全体の生育をほぼ平均化させ、

を図１の反時計方向に１回転させる。そして、液肥注入

一斉収穫を可能にする作物個体別追肥方法であるので、

ノズル１０は、地上（待機）位置から作物の側方の土中

列状に栽培されている作物の各個体の生育初期における

に挿入されて再び地上位置に戻るまで１回転する。流量

生育状況を把握し、それぞれの個体作物の生育状況に応

制御バルブの駆動信号５ｂは、液肥注入ノズル１０が土

じて追肥機構からの追肥量を変えて追肥が行われる。そ

中に挿入されているときに、液肥流量制御電磁バルブ１

の結果、以後の作物全体の生育がほぼ平均化され、収穫

３を作物の葉面積情報に応じた時間だけ開いて、液肥ポ

時に一斉機械収穫を行うことができ、畑作物における播

ンプにより液肥注入ノズル１０に送られる液肥量を調節

種から収穫までの機械化一貫作業体系を確立することが

する。そして、作物の葉面積が狭い（作物の生育が小さ

できる。

い）ものには施肥量を多くし、作物の葉面積が広い（作

50

【００１９】

．移動車体に、追肥機構と、作物列を上
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方から撮影するビデオカメラと、ビデオカメラからの映

動を説明するフローチャートである。

像を画像処理して個体作物別の葉面積を計測する画像処

【図５】追肥機構制御のフローチャートである。

理用コンピュータと、個体作物別の葉面積情報に基づい

【符号の説明】

て追肥機構に制御信号を発して個体作物別に施肥する追

１

作物個体別追肥装置（機械）

肥機構制御用コンピュータと、位置センサーを備えた、

２

トラクタ

また、上記追肥機構に、ノズル駆動制御用電動クラッチ

３

カラービデオカメラ

を有する液肥注入ノズルを設けた作物個体別追肥装置で

４

画像処理用コンピュータ（ノート型）

あるので、移動車体の移動と共にビデオカメラにより撮

５

追肥機構制御用コンピュータ（ボード型）

影された映像を画像処理用コンピュータにより画像処理
して個体作物別の葉面積を計測し、この個体作物別の葉

ノズルの駆動信号
５ｂ

流量制御バルブの駆動信号

面積情報に基づいて追肥機構制御用コンピュータから追

６

追肥機構

肥機構に制御信号を発して、位置情報と共に各個体作物

７

三点リンク機構

別に施肥量を変えた追肥作業を実施することができる。

８

ノズル駆動ケース

そして、以後の作物全体の生育をほぼ平均化させること

９

クランクアーム

ができ、収穫時に一斉機械収穫を可能にする。

１０

液肥注入ノズル

【図面の簡単な説明】

１１

ノズル駆動輪兼位置センサー

【図１】本発明による作物個体別追肥装置（機械）の構

１２

ノズル駆動制御用電動クラッチ

成説明図である。

１３

液肥流量制御電磁バルブ

【図２】画像処理の説明図である。

１４

原画像

１５

ラベリング後

１６

グループ化後

【図３】画像処理の流れを示す説明図である。
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【図４】作物個体別追肥装置の画像処理と機械制御の連
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