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(57)【要約】
≪課題≫自律走行作業車両が設定した走行経路から外れ
る前に走行を停止させて、精度の高い作業ができるよう
にする。≪手段≫衛星測位システムにより機体位置を測
位する位置算出手段と、操舵装置を動作させる操舵アク
チュエータ（４０）と、エンジン回転制御手段と、変速
手段（４４）と、これらを制御する制御装置（３０）と
を備えた自律走行作業車両（１）を、前記制御装置（３
０）に記憶させた設定走行経路に沿って自律走行させる
とともに、該自律走行作業車両（１）に有人運転で随伴
走行しながら作業を行う随伴走行作業車両（１００）に
自律走行作業車両を操作可能な遠隔操作装置（１１２）
を搭載する併走作業システムであって、前記制御装置（
３０）は、衛星からの信号途絶、設定した走行経路から
の大きなずれ、センサ値の異常、燃料切れ等を検出する
と、自律走行を停止させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と、操舵装置を作動さ
せる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、これらを制御する制
御装置とを備えた自律走行作業車両を、前記制御装置に記憶させた設定走行経路に沿って
自律走行させるとともに、該自律走行作業車両に随伴走行しながら作業を行う随伴走行作
業車両に搭載または作業者が携帯する遠隔操作装置により自律走行作業車両を操作可能と
する併走作業システムであって、前記制御装置は、航法衛星からの信号が異常となると、
自律走行を停止するように制御することを特徴とする併走作業システム。
【請求項２】
　衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と、操舵装置を作動さ
せる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、これらを制御する制
御装置とを備えた自律走行作業車両を、前記制御装置に記憶させた設定走行経路に沿って
自律走行させるとともに、該自律走行作業車両に随伴走行しながら作業を行う随伴走行作
業車両に搭載または作業者が携帯する遠隔操作装置により自律走行作業車両を操作可能と
する併走作業システムであって、前記制御装置は設定走行経路に対して実位置が設定範囲
以上逸脱すると走行を停止するように制御することを特徴とする併走作業システム。
【請求項３】
　衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と、操舵装置を作動さ
せる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、これらを制御する制
御装置とを備えた自律走行作業車両を、前記制御装置に記憶させた設定走行経路に沿って
自律走行させるとともに、該自律走行作業車両に随伴走行しながら作業を行う随伴走行作
業車両に搭載または作業者が携帯する遠隔操作装置により自律走行作業車両を操作可能と
する併走作業システムであって、前記制御装置は舵角方向を検出する操向センサからの検
出値が異常な値となると走行を停止するように制御することを特徴とする併走作業システ
ム。
【請求項４】
　衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と、操舵装置を作動さ
せる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、これらを制御する制
御装置とを備えた自律走行作業車両を、前記制御装置に記憶させた設定走行経路に沿って
自律走行させるとともに、該自律走行作業車両に随伴走行しながら作業を行う随伴走行作
業車両に搭載または作業者が携帯する遠隔操作装置により自律走行作業車両を操作可能と
する併走作業システムであって、前記制御装置は姿勢・方位センサの検出値と目標値との
差が設定値以上となると走行を停止するように制御することを特徴とする併走作業システ
ム。
【請求項５】
　衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と、操舵装置を作動さ
せる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、これらを制御する制
御装置とを備えた自律走行作業車両を、前記制御装置に記憶させた設定走行経路に沿って
自律走行させるとともに、該自律走行作業車両に随伴走行しながら作業を行う随伴走行作
業車両に搭載または作業者が携帯する遠隔操作装置により自律走行作業車両を操作可能と
する併走作業システムであって、前記制御装置は燃料タンクに設けたレベルセンサと接続
し、燃料残量が設定量以下になると走行を停止するように制御することを特徴とする併走
作業システム。
【請求項６】
　前記制御装置は、前記走行を停止すると、その原因を随伴走行作業車両に備える遠隔操
作装置に送信し、遠隔操作装置のディスプレイに表示させることを特徴とする請求項１乃
至請求項５の何れか１項に記載の併走作業システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、自律走行する無人作業車両と、この無人作業車両に随伴して走行する有人作
業車両とにより作業を行う場合の無人作業車両の制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定範囲の作業地内を走行する作業車に、ＧＰＳ衛星からの衛星信号を受信する
作業車側受信局を設けて作業車の現在位置を検出し、作業地の外側の近傍にＧＰＳ衛星か
らの衛星信号を受信する監視側受信局を設けて監視装置の現在位置を検出し、作業車と監
視装置との間で通信して両者の相対距離を検出し、作業車の監視可能範囲から外れると警
報を発し走行を停止させる技術が公知となっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１４６６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記技術においては、監視可能範囲から外れるまでは走行が続行されるので、設定作業
範囲以外でも作業されるおそれがあり、無駄な作業を行うとともに、後処理もしなくては
ならない。
【０００５】
　本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、自律走行作業車両が設定した走
行経路から外れる前に走行を停止させて、精度の高い作業ができるようにする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００７】
　即ち、本発明は、衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と、
操舵装置を作動させる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、こ
れらを制御する制御装置とを備えた自律走行作業車両を、前記制御装置に記憶させた設定
走行経路に沿って自律走行させるとともに、該自律走行作業車両に随伴走行しながら作業
を行う随伴走行作業車両に搭載または作業者が携帯する遠隔操作装置により自律走行作業
車両を操作可能とする併走作業システムであって、前記制御装置は、航法衛星からの信号
が異常となると、自律走行を停止するように制御するものである。
【０００８】
　本発明は、制御装置は設定走行経路に対して実位置が設定範囲以上逸脱すると走行を停
止するように制御するものである。
【０００９】
　本発明は、制御装置は舵角方向を検出する操向センサからの検出値が異常な値となると
走行を停止するように制御するものである。
　本発明は、制御装置は姿勢・方位センサの検出値と目標値との差が設定値以上となると
走行を停止するように制御するものである。
　本発明は、前記制御装置は燃料タンクに設けたレベルセンサと接続し、燃料残量が設定
量以下になると走行を停止するものである。
　本発明は、前記制御装置は、前記走行を停止すると、その原因を随伴走行作業車両に備
える遠隔操作装置に送信し、遠隔操作装置のディスプレイに表示させるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　以上のような手段を用いることにより、自律走行作業車両に備えるセンサからの検出値
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に異常が発生すると、走行を停止するようになり、目標とする走行経路から逸脱すること
なく、正確な作業が行え、損傷や事故を未然に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】自律走行作業車両とＧＰＳ衛星と基準局を示す概略側面図。
【図２】制御ブロック図。
【図３】横併走協調作業の状態を示す図。
【図４】縦併走重複作業を示す図。
【図５】自律走行作業車両の基準となる長さを示す図。
【図６】自律走行作業車両に装着した作業機を偏心して装着した場合の偏心量を示す図。
【図７】圃場データを取得するための行程を示す図。
【図８】基準経路の方向を示す図。
【図９】圃場における作業範囲と枕地を示す図。
【図１０】自律走行開始制御を示すフローチャート図。
【図１１】自律走行時の中断制御を示すフローチャート図。
【図１２】制御ブロック図の他の実施形態を示す図。
【図１３】自律走行作業車両が作業開始位置へ近づく状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　無人で自動走行可能な自律走行作業車両１、及び、この自律走行作業車両１に随伴して
オペレータが操向操作する有人の随伴走行作業車両１００をトラクタとし、自律走行作業
車両１及び随伴走行作業車両１００には作業機としてロータリ耕耘装置がそれぞれ装着さ
れている実施例について説明する。但し、作業車両はトラクタに限定するものではなく、
コンバイン等でもよく、また、作業機はロータリ耕耘装置に限定するものではなく、畝立
て機や草刈機やレーキや播種機や施肥機やワゴン等であってもよい。
【００１３】
　図１、図２において、自律走行作業車両１となるトラクタの全体構成について説明する
。ボンネット２内にエンジン３が内設され、該ボンネット２の後部のキャビン１１内にダ
ッシュボード１４が設けられ、ダッシュボード１４上に操向操作手段となるステアリング
ハンドル４が設けられている。該ステアリングハンドル４の回動により操舵装置を介して
前輪９・９の向きが回動される。自律走行作業車両１の操舵方向は操向センサ２０により
検知される。操向センサ２０はロータリエンコーダ等の角度センサからなり、前輪９の回
動基部に配置される。但し、操向センサ２０の検知構成は限定するものではなく操舵方向
が認識されるものであればよく、ステアリングハンドル４の回動を検知したり、パワース
テアリングの作動量を検知してもよい。操向センサ２０により得られた検出値は制御装置
３０に入力される。
【００１４】
　前記ステアリングハンドル４の後方に運転席５が配設され、運転席５下方にミッション
ケース６が配置される。ミッションケース６の左右両側にリアアクスルケース８・８が連
設され、該リアアクスルケース８・８には車軸を介して後輪１０・１０が支承される。エ
ンジン３からの動力はミッションケース６内の変速装置（主変速装置や副変速装置）によ
り変速されて、後輪１０・１０を駆動可能としている。変速装置は例えば油圧式無段変速
装置で構成して、可変容量型の油圧ポンプの可動斜板をモータ等の変速手段４４により作
動させて変速可能としている。変速手段４４は制御装置３０と接続されている。後輪１０
の回転数は車速センサ２７により検知され、走行速度として制御装置３０に入力される。
但し、車速の検知方法や車速センサ２７の配置位置は限定するものではない。
【００１５】
　ミッションケース６内にはＰＴＯクラッチやＰＴＯ変速装置が収納され、ＰＴＯクラッ
チはＰＴＯ入切手段４５により入り切りされ、ＰＴＯ入切手段４５は制御装置３０と接続
され、ＰＴＯ軸への動力の断接を制御可能としている。
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【００１６】
　前記エンジン３を支持するフロントフレーム１３にはフロントアクスルケース７が支持
され、該フロントアクスルケース７の両側に前輪９・９が支承され、前記ミッションケー
ス６からの動力が前輪９・９に伝達可能に構成している。前記前輪９・９は操舵輪となっ
ており、ステアリングハンドル４の回動操作により回動可能とするとともに、操舵駆動手
段となるパワステシリンダからなる操舵アクチュエータ４０により前輪９・９が左右操舵
回動可能となっている。操舵アクチュエータ４０は制御装置３０と接続され、自動走行制
御されて駆動される。
【００１７】
　制御装置３０にはエンジン回転制御手段となるエンジンコントローラ６０が接続され、
エンジンコントローラ６０にはエンジン回転数センサ６１や水温センサや油圧センサ等が
接続され、エンジンの状態を検知できるようにしている。エンジンコントローラ６０では
設定回転数と実回転数から負荷を検出し、過負荷とならないように制御するとともに、後
述する遠隔操作装置１１２にエンジン３の状態を送信して表示手段となるディスプレイ１
１３で表示できるようにしている。
【００１８】
　また、ステップ下方に配置した燃料タンク１５には燃料の液面を検知するレベルセンサ
２９が配置されて制御装置３０と接続され、自律走行作業車両１のダッシュボードに設け
る表示手段４９には燃料の残量を表示する燃料計が設けられ制御装置３０と接続されてい
る。そして、制御装置３０から遠隔操作装置１１２に燃料残量に関する情報が送信されて
、遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に燃料残量と作業可能時間が表示される。
【００１９】
　前記ダッシュボード１４上にはエンジンの回転計や燃料計や油圧等や異常を示すモニタ
や設定値等を表示する表示手段４９が配置されている。
【００２０】
　また、トラクタ機体後方に作業機装着装置２３を介して作業機としてロータリ耕耘装置
２４が昇降自在に装設させて耕耘作業を行うように構成している。前記ミッションケース
６上に昇降シリンダ２６が設けられ、該昇降シリンダ２６を伸縮させることにより、作業
機装着装置２３を構成する昇降アームを回動させてロータリ耕耘装置２４を昇降できるよ
うにしている。昇降シリンダ２６は昇降アクチュエータ２５の作動により伸縮され、昇降
アクチュエータ２５は制御装置３０と接続されている。
【００２１】
　制御装置３０には衛星測位システムを構成する移動受信機３３が接続されている。移動
受信機３３には移動ＧＰＳアンテナ３４とデータ受信アンテナ３８が接続され、移動ＧＰ
Ｓアンテナ３４とデータ受信アンテナ３８は前記キャビン１１上に設けられる。該移動受
信機３３には、位置算出手段を備えて測位し緯度と経度を制御装置３０に送信し、現在位
置を把握できるようにしている。なお、ＧＰＳ（米国）に加えて準天頂衛星(日本)やグロ
ナス衛星（ロシア）等（航法衛星と称する）の衛星測位システム（ＧＮＳＳ）を利用する
ことで精度の高い測位ができるが、本実施形態ではＧＰＳを用いて説明する。
【００２２】
　自律走行作業車両１は、機体の姿勢変化情報を得るためにジャイロセンサ３１、および
進行方向を検知するために方位センサ３２を具備し制御装置３０と接続されている。但し
、ＧＰＳの位置計測から進行方向を算出できるので、方位センサ３２を省くことができる
。
　ジャイロセンサ３１は自律走行作業車両１の機体前後方向の傾斜（ピッチ）の角速度、
機体左右方向の傾斜（ロール）の角速度、および旋回（ヨー）の角速度、を検出するもの
である。該三つの角速度を積分計算することにより、自律走行作業車両１の機体の前後方
向および左右方向への傾斜角度、および旋回角度を求めることが可能である。ジャイロセ
ンサ３１の具体例としては、機械式ジャイロセンサ、光学式ジャイロセンサ、流体式ジャ
イロセンサ、振動式ジャイロセンサ等が挙げられる。ジャイロセンサ３１は制御装置３０
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に接続され、当該三つの角速度に係る情報を制御装置３０に入力する。
【００２３】
　方位センサ３２は自律走行作業車両１の向き（進行方向）を検出するものである。方位
センサ３２の具体例としては磁気方位センサ等が挙げられる。方位センサ３２は制御装置
３０に接続され、機体の向きに係る情報を制御装置３０に入力する。
【００２４】
　こうして制御装置３０は、上記ジャイロセンサ３１、方位センサ３２から取得した信号
を姿勢・方位演算手段により演算し、自律走行作業車両１の姿勢（向き、機体前後方向及
び機体左右方向の傾斜、旋回方向）を求める。
【００２５】
　次に、自律走行作業車両１の位置情報をＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システ
ム）を用いて取得する方法について説明する。
　ＧＰＳは、元来航空機・船舶等の航法支援用として開発されたシステムであって、上空
約二万キロメートルを周回する二十四個のＧＰＳ衛星（六軌道面に四個ずつ配置）、ＧＰ
Ｓ衛星の追跡と管制を行う管制局、測位を行うための利用者の受信機で構成される。
　ＧＰＳを用いた測位方法としては、単独測位、相対測位、ＤＧＰＳ（ディファレンシャ
ルＧＰＳ）測位、ＲＴＫ－ＧＰＳ（リアルタイムキネマティック－ＧＰＳ）測位など種々
の方法が挙げられ、これらいずれの方法を用いることも可能であるが、本実施形態では測
定精度の高いＲＴＫ－ＧＰＳ測位方式を採用し、この方法について図１、図２より説明す
る。
【００２６】
　ＲＴＫ－ＧＰＳ（リアルタイムキネマティック－ＧＰＳ）測位は、位置が判っている基
準局と、位置を求めようとする移動局とで同時にＧＰＳ観測を行い、基準局で観測したデ
ータを無線等の方法で移動局にリアルタイムで送信し、基準局の位置成果に基づいて移動
局の位置をリアルタイムに求める方法である。
【００２７】
　本実施形態においては、自律走行作業車両１に移動局となる移動受信機３３と移動ＧＰ
Ｓアンテナ３４とデータ受信アンテナ３８が配置され、基準局となる固定受信機３５と固
定ＧＰＳアンテナ３６とデータ送信アンテナ３９が圃場の作業の邪魔にならない所定位置
に配設される。本実施形態のＲＴＫ－ＧＰＳ（リアルタイムキネマティック－ＧＰＳ）測
位は、基準局および移動局の両方で位相の測定（相対測位）を行い、基準局の固定受信機
３５で測位したデータをデータ送信アンテナ３９からデータ受信アンテナ３８に送信する
。
【００２８】
　自律走行作業車両１に配置された移動ＧＰＳアンテナ３４はＧＰＳ衛星３７・３７・・
・からの信号を受信する。この信号は移動受信機３３に送信され測位される。そして、同
時に基準局となる固定ＧＰＳアンテナ３６でＧＰＳ衛星３７・３７・・・からの信号を受
信し、固定受信機３５で測位し移動受信機３３に送信し、観測されたデータを解析して移
動局の位置を決定する。こうして得られた位置情報は制御装置３０に送信される。
【００２９】
　こうして、この自律走行作業車両１における制御装置３０は、ＧＰＳ衛星３７・３７・
・・から送信される電波を受信して移動受信機３３において設定時間間隔で機体の位置情
報を求め、ジャイロセンサ３１及び方位センサ３２から機体の変位情報および方位情報を
求め、これら位置情報と変位情報と方位情報に基づいて機体が予め設定した走行経路Ｒに
沿って走行するように、操舵アクチュエータ４０、変速手段４４等を制御する。
【００３０】
　また、自律走行作業車両１には障害物センサ４１が配置されて制御装置３０と接続され
、障害物に当接しないようにしている。例えば、障害物センサ４１は超音波センサで構成
して機体の前部や側部や後部に配置して制御装置３０と接続し、機体の前方や側方や後方
に障害物があるかどうかを検出し、障害物が設定距離以内に近づくと走行を停止させるよ
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うに制御する。
【００３１】
　また、自律走行作業車両１には機体周囲を撮影するカメラ４２が搭載され制御装置３０
と接続されている。カメラ４２で撮影された映像は随伴走行作業車両１００に備えられ、
または、作業者が携帯する遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示されるように
している。作業者は、前方を表示した画像により障害物を確認したり、作業機を表示した
画像により作業機の作動状態や作業後の仕上がり状態や随伴走行作業車両１００との位置
関係等を確認できるようにしている。なお、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１０
０との位置関係は、カメラ４２による画像で判断したり、遠隔操作装置１１２が備えるＧ
ＰＳによる位置情報で判断したりることができる。ただし、ディスプレイ１１３の表示画
面が小さい場合は大きい別のディスプレイで表示したり、複数に画面を分割して複数を同
時に表示したり、カメラ映像は別の専用のディスプレイで常時または選択的に表示したり
、自律走行作業車両１に設けた表示手段４９で表示したりすることも可能である。
【００３２】
　遠隔操作装置１１２は前記自律走行作業車両１の走行経路Ｒを設定したり、自律走行作
業車両１を遠隔操作したり、自律走行作業車両１の走行状態や作業機の作動状態を監視し
たり、作業データを記憶したりするものである。
【００３３】
　有人走行車両となる随伴走行作業車両１００はオペレータが乗車して運転操作するとと
もに、随伴走行作業車両１００に遠隔操作装置１１２を搭載して自律走行作業車両１を操
作可能としている。随伴自律走行作業車両１００の基本構成は自律走行作業車両１と略同
じ構成であるので詳細な説明は省略する。なお、随伴走行作業車両１００または遠隔操作
装置１１２にはＧＰＳ用の移動受信機３３や移動ＧＰＳアンテナ３４を備える構成とする
ことも可能である。
【００３４】
　遠隔操作装置１１２は、随伴走行作業車両１００及び自律走行作業車両１のダッシュボ
ードやキャビンの柱や天井等の操作部に着脱可能としている。遠隔操作装置１１２は随伴
走行作業車両１００のダッシュボードに取り付けたまま操作することも、随伴走行作業車
両１００の外に持ち出して携帯して操作することも、自律走行作業車両１のダッシュボー
ドに取り付けて操作可能としている。なお、随伴走行作業車両１００、または／及び、自
律走行作業車両１には図示しない遠隔操作装置１１２用の取付具が設けられる。遠隔操作
装置１１２は例えばノート型やタブレット型のパーソナルコンピュータで構成することが
できる。本実施形態ではタブレット型のコンピュータで構成している。
【００３５】
　さらに、遠隔操作装置１１２と自律走行作業車両１は無線で相互に通信可能に構成して
おり、自律走行作業車両１と遠隔操作装置１１２には通信するための送受信機１１０・１
１１がそれぞれ設けられている。送受信機１１１は遠隔操作装置１１２に一体的に構成さ
れている。通信手段は例えばＷｉＦｉ等の無線ＬＡＮで相互に通信可能に構成されている
。該自律走行作業車両１と遠隔操作装置１１２との間で通信を行うときには、通信妨害（
ウイルスの感染等も含む）や混信等を避けるための方策がなされる。例えば、独自のプロ
トコルや言語等を用いることができる。
　遠隔操作装置１１２は画面に触れることで操作可能なタッチパネル式の操作画面とした
ディスプレイ１１３を筐体表面に設け、筐体に送受信機１１１やＣＰＵや記憶装置やバッ
テリやカメラやＧＰＳ（衛星測位装置）等を備える。該ディスプレイ１１３には、前記カ
メラ４２で撮影した周囲の画像や自律走行作業車両１の状態や作業の状態やＧＰＳに関す
る情報（測位情報）や遠隔操作装置１１２と自律走行作業車両１との通信状況（例えば、
良好・不良の表示、または、電波強度や通信速度）や操作画面や自律走行作業車両１と随
伴走行作業車両１００との位置関係等を表示できるようにし、オペレータが監視できるよ
うにしている。
【００３６】
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　前記自律走行作業車両１の状態としては、作業の状態や走行状態やエンジンの状態や作
業機の状態等であり、走行状態としては変速位置や車速や燃料残量やバッテリの電圧等で
あり、エンジンの状態としてはエンジンの回転数や負荷率等であり、作業機の状態として
は作業機の種類やＰＴＯ回転数や作業機高さ等であり、それぞれディスプレイ１１３に数
字やレベルメータ等で表示される。
　前記作業の状態としては、作業経路（目標経路または走行経路Ｒ）、作業行程、現在位
置、行程から計算される枕地までの距離、残りの経路、行程数、今までの作業時間、残り
の作業時間等であり、随伴走行作業車両１００の作業経路もディスプレイ１１３に表示で
きるようにしている。設定走行経路Ｒにおける自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１
００の残りの経路は、全体の作業経路から既作業経路を塗りつぶすことで容易に認識でき
るようにしている。また、未作業経路と既作業経路を別々の色で表示することも可能であ
る。また、作業経路上に自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００をイメージするア
ニメを表示して現在の作業位置を表示してもよい。また、現在位置から次の行程を矢印で
表示することで、現在から旋回方向等次の行程を容易に認識することができるようにして
いる。
　ＧＰＳに関する情報（測位情報）は、自律走行作業車両１の実位置となる経度や緯度、
衛星の補足数や電波受信強度等である。
【００３７】
　前記遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３は、カメラ４２で撮影した周囲の画像の
他、自律走行作業車両１の状態や予め設定された走行経路Ｒ等も表示するため、一度に多
数の情報を表示できない。そこで、画面を大きくして分割表示したり、カメラ用のディス
プレイを別に設けたりして、必要に応じて、モニタ画面や操作画面や走行経路Ｒや撮影画
面等をディスプレイ１１３と別のディスプレイとを複数同時表示したり、適宜切り換えた
り、スクロールさせたりすることも可能である。こうして、作業者（オペレータ）が見た
い画面を容易に見ることができる。
【００３８】
　また、前記自律走行作業車両１は遠隔操作装置１１２により遠隔操作可能としている。
例えば、ディスプレイ１１３にスイッチや増減目盛等を表示して、それをタッチすること
で、自律走行作業車両１の緊急停止や一時停止や再発進や車速の変更やエンジン回転数の
変更や作業機の昇降やＰＴＯクラッチの入り切り等を操作できるようにしている。つまり
、遠隔操作装置１１２から送受信機１１１、送受信機１１０、制御装置３０を介してアク
セルアクチュエータや変速手段４４やＰＴＯ入切手段４５等を制御し作業者が容易に自律
走行作業車両１を遠隔操作できるのである。
【００３９】
　以上のように、衛星測位システムを利用して機体となる自律走行作業車両１の位置を測
位する位置算出手段を備える移動受信機３３と、操舵装置を作動させる操舵アクチュエー
タ４０と、エンジン回転制御手段となるエンジンコントローラ６０と、変速手段４４と、
これらを制御する制御装置３０とを備えた自律走行作業車両１を、前記制御装置３０に記
憶させた設定走行経路Ｒに沿って自律走行させるとともに、該自律走行作業車両１に随伴
走行しながら作業を行う随伴走行作業車両１００に搭載する遠隔操作装置１１２により自
律走行作業車両１を操作可能とする併走作業システムであって、前記遠隔操作装置１１２
は可搬可能、かつ、随伴走行作業車両１００、または／及び、自律走行作業車両１に着脱
可能に取り付けられるので、併走作業時においては、遠隔操作装置１１２を随伴走行作業
車両１００に取り付けた状態で作業を行い、自律走行作業車両１により単独で作業を行っ
たり、自律走行作業車両１にトラブルが生じたりした場合には、遠隔操作装置１１２を取
り外して、自律走行作業車両１に乗り込んだり、自律走行作業車両１の近傍または良く見
える位置で操作したり確認したりできるようになる。よって、操作性が向上し、トラブル
等の処置も容易に行うことができる。
【００４０】
　また、前記遠隔操作装置１１２は、ディスプレイ１１３を有し、該ディスプレイ１１３
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には自律走行作業車両１の走行状態やエンジン３の状態、作業機の状態、自律走行作業車
両１と随伴走行作業車両１００との位置関係を表示するので、オペレータは視覚により容
易に自律走行作業車両１の状態を把握することができ、自律走行作業車両１に異常が発生
しても迅速に対応することができる。また、作業者が随伴走行作業車両１００に乗って作
業しているときに、自律走行作業車両１と距離が近すぎないか、離れ過ぎでないか、自律
走行作業車両１に対して位置がずれていないか等を容易に判断できる。
【００４１】
　また、前記ディスプレイ１１３には自律走行作業車両１の後述する目標走行経路（設定
された走行経路）Ｒ、現在位置、枕地までの距離、作業時間、完了までの作業時間、及び
、随伴走行作業車両１００の作業経路を表示するので、作業時における走行状態や作業経
過等が容易に認識でき、作業計画も立て易くなる。
　また、前記ディスプレイにはＧＰＳ情報（測位情報）を表示するので、衛星からの受信
状態を把握でき、ＧＰＳ衛星からの信号が途絶えた場合等での対処が容易にできる。
　また、前記自律走行作業車両１には機体周囲を撮影するカメラ４２が備えられ、該カメ
ラ４２で撮影した映像を前記ディスプレイ１１３にて表示可能としたので、離れた位置で
自律走行作業車両１の周囲の様子を容易に認識でき、障害物があったとき等において容易
に対処できる。
【００４２】
　次に、自律走行作業車両１の目標走行経路Ｒの作成について説明する。なお、目標走行
経路Ｒが作成された後は設定された走行経路Ｒとする。走行経路Ｒは制御装置３０の記憶
装置３０ａに記憶される。なお、前記制御装置３０は、自律走行作業車両１の走行・作業
制御及び走行経路Ｒを演算し記憶することを一つの制御装置で行うことも可能であるが、
自律走行作業車両１の作動（走行や作業）を制御する第一制御装置３０１と、自律走行に
関わる制御（走行経路Ｒの設定や開始条件判断や中断条件判断等）を行い記憶する第二制
御装置３０２とにより構成することもできる。この場合、図１２（ａ）に示すように、第
一制御装置３０１と第二制御装置３０２を自律走行作業車両１の適宜位置に別々に配置し
たり、図１２（ｂ）に示すように、第一制御装置３０１は自律走行作業車両１に備えられ
、第二制御装置３０２は遠隔操作装置１１２に配置したり（該第二制御装置３０２は遠隔
操作装置１１２の制御装置と一体的に構成することもできる）、図１２（ｃ）に示すよう
に、第一制御装置３０１は自律走行作業車両１に備えられ、第二制御装置３０２は自律走
行作業車両１の外部に配置するように構成することができる。第二制御装置３０２はユニ
ットとして構成し、外部からコネクタ（バス）等を介して第一制御装置３０１と通信でき
るようにする。
　目標走行経路Ｒは作業形態に合わせて生成される。作業形態としては、自律走行作業車
両１のみの単独走行作業、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００による併走走行
作業、自律走行収穫作業車（コンバイン）と随伴搬送車両等とによる複合収穫作業等があ
るが、本実施形態では自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００による併走走行作業
の走行経路生成について説明する。さらに、併走走行作業では、図３に示す横併走協調作
業と図４に示す縦併走重複作業と縦併走協調作業がある。なお、自律走行作業車両１と随
伴走行作業車両１００とによる併走走行作業では、作業時間を短縮できるとともに、従来
から所有している随伴走行作業車両１００に自律走行作業車両１を加えることで実現でき
、新たに自律走行作業車両１を二台購入する必要はなく、コストが抑えられる。
【００４３】
　具体的には、図３に示す横併走協調作業は、自律走行作業車両１の斜め後方を随伴走行
作業車両１００が走行して作業域を一部重複させて（随伴走行作業車両１００の作業機が
トレンチャー等では重複させる必要はない）、作業機の約二倍の幅を一人で一度に作業し
、時間の短縮化を図ることができる。図４に示す縦併走重複作業は、自律走行作業車両１
と随伴走行作業車両１００は前後一列に並んで走行し、同じ作業機を装着して、一台目は
荒耕しを行い、二台目は砕土作業を行い一つの作業を分割する。また、縦併走協調作業は
自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００は前後一列に並んで走行し、一台目は耕耘
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（砕土）を行い、二台目は施肥や播種等の別の作業機で、前後二つ以上の作業を分割して
行うことができる。
【００４４】
　上記横併走協調作業における自律走行作業車両１により自律走行しながら作業を行う自
動作業システムの走行経路生成について説明する。なお、設定操作は遠隔操作装置１１２
で行うが、自律走行作業車両１の表示手段４９で行うことも可能とする。
　まず、耕耘作業するための基準長さを制御装置３０の記憶装置３０ａに予め入力してお
く。基準長さは、図５に示すように、トラクタに装着される作業機の作業幅Ｗ１、機体に
搭載されたＧＰＳアンテナ３４から作業機端までの距離Ｌ１、機体の全長Ｌ２（または最
小旋回半径Ｌ３）、作業機が偏心して配置される場合は図６に示すように左右中心からの
偏心量Ｓ１がそれぞれ機体の諸元表から得て制御装置３０の記憶装置３０ａに保存する行
程を経る。また、作業機がロータリ耕耘装置２４の場合には、サイドドライブ式またはセ
ンタードライブ式かを選択し、サイドドライブ式の場合にはチェーンケース２４ａの位置
と幅Ｗ２の値も記憶装置３０ａに保存する。また、機体の全長Ｌ２と作業機幅（Ｗ１＋Ｗ
２）で占める面積（Ｌ２×（Ｗ１＋Ｗ２））を、自律走行作業車両１と作業機（ロータリ
耕耘装置２４）が走行時に占める最大占有領域Ｑと定義して記憶装置３０ａに保存する。
なお、フロント作業機を装着した場合はフロント作業機の前端から機体後端までの距離が
Ｌ２となる。また、ロータリ耕耘装置２４の代わりにミッド作業機を装着した場合、（Ｗ
１＋Ｗ２）はミッド作業機が機体の幅（左右の後輪の外幅）よりも大きい場合はＷ１とな
る。また、最大占有領域Ｑは四角形に限定せず、この四角形の外接円Ｑ１とすることも可
能である。外接円Ｑ１とすることで旋回時に畦等との干渉が認識し易くなる。
　また、随伴走行作業車両１００の基準長さも前記同様に制御装置３０の記憶装置３０ａ
または遠隔操作装置１１２に入力される。
【００４５】
　次に、圃場の位置と作業範囲及び作業を行う走行経路Ｒを設定するために、圃場の四隅
（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、または、変曲点）に自律走行作業車両１を位置させて、測位する行程
を行う。つまり、図７に示すように、圃場Ｈの出入口Ｅで測位して出入口位置データとし
て制御装置３０の記憶装置３０ａにその緯度と経度を記憶する。出入口Ｅを設定しておく
ことで、走行経路Ｒの作業開始位置Ｘや作業終了位置を容易に設定することができる。な
お、圃場の外周を走行しながら測定して走行経路Ｒを作成するとき、固定基地局からの補
正信号で測位する場合と、簡易基地局からの補正信号で測位する場合があるため、いずれ
の基地局で測位したか識別できるようにしておき、走行経路Ｒの作成時に違和感が生じた
時に容易に理解できるようにする。
【００４６】
　自律走行作業車両１を出入口Ｅから圃場内に入り進行させて入口に最も近い一つの隅（
角）Ａに移動して、圃場の短辺または長辺（以下畦とする）と平行となるように位置させ
て測位し、第一隅部データ（緯度と経度）として記憶する。次に、無人トラクタを次の隅
Ｂに移動させて、畦と平行となるように約９０度方向転換して測位し第二隅部データとし
て記憶する。そして、前記同様に次の隅Ｃに移動して第三隅部データを取得して記憶し、
次の隅Ｄに移動して第四隅部データを取得して記憶する。こうして、一つの隅Ａから順番
に一筆書きのように直線で隅（Ｂ、Ｃ、Ｄ）を結ぶことにより圃場の形状を確定し圃場デ
ータとして取得する。但し、圃場の形状が変形圃場である場合には、四隅以外の隅位置や
変曲点位置のデータを取得して圃場データを確定する。例えば、三角形であれば三つの隅
を、五角形であれば五つの隅の位置データを取得し記憶する。なお、隅部は下位概念で変
曲点は上位概念であるため、変曲点を順次測位して位置データを取得して一周することで
圃場データを取得することができる。また、前記最外周を走行して得られた圃場外周デー
タの内側の領域でのみ、走行経路Ｒを作成することができ、はみ出すとエラーとして走行
経路Ｒの作成はできないようにしている。また、隅部データを直線で結んだ際に、直線が
交差した場合は圃場データとして認識しないようにしている。これは、圃場としてあり得
ず、隅または変曲点が抜けている可能性が高いからである。また、圃場データの作成にお
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いて、インターネットや地図メーカ等が公開している地図データから圃場データを取得す
ることを禁止しており、前述の現地で測位した位置データのみ採用を許可するものとして
いる。こうして、実際の作業で走行させたときに誤差により圃場外に出てしまうことを防
止している。
【００４７】
　更に、圃場の周囲には、取水口や排水口が設けられていたり、境界を示す杭や石等が配
設されていたり、樹木が入り込んで生えていたりする場合がある。これらは直線状に走行
した場合に邪魔となるので、これらは障害物として測位し設定できるようにしている。こ
の障害物は圃場データ作成時に障害物として設定する。この障害物を設定した場合には、
自律走行時には避けて走行するように走行経路Ｒが設定される。
【００４８】
　次に、基準走行開始方向を選択する行程となる。基準走行開始方向は回り作業や往復作
業の作業開始位置から作業終了位置までの進行方向や作業終了位置から出口までの経路（
作業範囲ＨＡの外側の作業方向）を選択する。具体的には、図８に示すように、基準走行
開始方向は、右回りで作業を開始して終了するか、或いは、左回りで作業を開始して終了
するかを設定する。この設定はディスプレイ１１３上で矢印や目印等を表示させてそれを
タッチする等して簡単に選択できるようにしている。
【００４９】
　こうして、図９に示すように、圃場データから得られる作業範囲ＨＡは略四角形となる
ようにしており、この作業範囲ＨＡが遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示さ
れる。この作業範囲ＨＡにおいて更に自律走行作業車両１が進行する作業方向の前後両側
に枕地ＨＢを設定する。枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業機をロータリ耕耘装置２４とした場合、
耕耘幅Ｗ１から求められる。例えば、耕耘幅を入力しその整数倍を選択できるようにして
いる。但し、枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業範囲ＨＡにおける自律走行作業車両１が作業する進
行方向（長手方向）と平行な方向の長さとする。なお、枕地幅Ｗｂはハンドルを切り返し
せずに旋回させ、滑り等も考慮してマージンを持たせて旋回させる必要があるため、最小
旋回半径よりも大きくしなければならない。そこで、作業機（本実施形態ではロータリ耕
耘装置２４）を装着した状態の自律走行作業車両１の最小旋回半径を予め記憶装置３０ａ
に記憶させておくことで、この最小旋回半径よりも小さな値は設定時において入力できな
いようにしている。但し、設定する旋回半径は増速旋回やオートステアリング機能がない
場合の旋回半径としてもよい。
　なお、随伴走行作業車両１００が自律走行作業車両１よりも大きい場合や、随伴走行作
業車両１００に装着される作業機が自律走行作業車両１に装着される作業機よりも大きい
場合、枕地ＨＢの幅Ｗｂは随伴走行作業車両１００の基準長さが採用される。
　その他の作業機を装着した場合においては、作業機の全長や条の幅等が考慮されるので
、枕地幅Ｗｂは任意の長さを数値で入力することも可能としている。
　枕地を往復して作業を行う場合や枕地を含む作業範囲の周囲を螺旋状に周回して作業を
終了する場合もあるので、枕地ＨＢにおける旋回方向も設定できるようにしている。
　また、圃場の周囲は畦が存在するため畦処理のために別途作業が必要な場合があるため
、作業開始側の端部ＨＣの幅（畔からの距離）Ｗｃも任意の長さに設定できるようにして
いる。
【００５０】
　次に、オーバーラップ量（重複幅）を設定する行程となる。オーバーラップ量Ｗｒ（図
３）は作業機（例えば、ロータリ耕耘装置）で往復作業する場合の往路と復路で重複させ
る幅や、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００とによる横併走協調作業における
左右のロータリ耕耘装置が重複する作業幅であり、傾斜や凹凸等があっても耕耘残しがな
いようにオーバーラップ量Ｗｒが任意の長さに設定される。なお、オーバーラップ量Ｗｒ
をもたせると、縦併走重複作業の場合、枕地で旋回してすれ違うときに作業機同士が当接
してしまうおそれがある。または、障害物センサ４１の検出により自律走行作業車両１は
走行を停止してしまうことになる。このようなことを避けるため、随伴走行作業車両１０
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０は１列以上飛ばして作業を行い、当接を避けた走行を行う。或いは、枕地に近づくと、
作業機の当接を避ける「すれ違い制御」を行う。「すれ違い制御」は、例えば、すれ違う
ときに、一方の作業機は上昇させ、他方の作業機は下降させるような制御とする。ただし
、中央１条の移植機や播種機やトレンチャー等のオーバーラップさせる必要はない作業機
による作業では、条の間隔を設定し、飛ばしたり「すれ違い制御」を行う必要はなく、こ
れらを作業モードに応じて選択できるようにしている。
【００５１】
　また、圃場データに作業終了位置を設定または選択できるようにしている。例えば、走
行経路Ｒが設定された後に作業終了位置が出入口Ｅと反対位置となった場合や、圃場Ｈの
うち四角形の作業範囲ＨＡの残りの圃場ＨＤが出入口Ｅと離れた位置にある場合等におい
ては、作業終了位置が優先されるように設定して、できるだけ重複した作業を避け、圃場
面を荒らすことなく終了できるように設定する。この場合、作業終了位置から逆方向に作
業走行経路Ｒをたどって設定することで作業開始位置Ｘが設定される。よって、作業開始
位置Ｘは出入口Ｅから離れた位置となることもある。また、作業開始位置Ｘや作業終了位
置はオペレータの好みの位置に設定することもできるために、作業を行わない空走り行程
を設定することで作業開始方向や作業終了方向を変更することも可能となる。
　上記の数値や選択肢を入力して設定すると、制御装置３０によって作業範囲ＨＡで順次
往復直進作業を行い、枕地ＨＢで反転する回行を行うように自動的に走行経路Ｒが生成さ
れる。さらに、随伴走行作業車両１００の作業経路Ｒ´（図３）も同時に生成される。
【００５２】
　走行経路Ｒの生成行程を経ると、次に、作業条件を設定する行程となる。作業条件は、
例えば、作業時における車速（変速位置）、エンジン回転数、ＰＴＯ回転数（ＰＴＯ変速
位置）、旋回時における車速、エンジン回転数等である。走行経路Ｒの各位置で作業条件
を設定して作業行程が生成される。
　なお、前記ディスプレイ１１３上での設定値の入力や選択は、ディスプレイ１１３に順
次設定画面が表示され、間違いや設定忘れが生じないようにし、オペレータにとっても簡
単に操作でき、設定や入力ができるようにしている。
【００５３】
　上記設定が終了し、走行経路Ｒおよび走行経路Ｒに沿った作業行程が生成されると、作
業を開始するために、オペレータが自律走行作業車両１を運転して作業開始位置Ｘに移動
させ、随伴走行作業車両１００をその近傍に位置させる。そして、オペレータが遠隔操作
装置１１２を操作して作業を開始する。
【００５４】
　作業を開始するには、自律走行作業車両１の開始条件が整うことが条件となっている。
　作業開始条件は、自律走行作業車両１の制御装置３０に記憶され、随伴走行作業車両１
００に備えられる遠隔操作装置１１２の作業開始手段をオンすると、制御装置３０は所定
の作業開始条件を満たしているか判断する。作業開始条件については後述する。前記作業
開始手段は開始ボタンや開始スイッチ等で構成し、自律走行作業車両１に設けてもよい。
【００５５】
　前記自律走行作業車両１に随伴して走行しながら作業を行う随伴走行作業車両１００に
ついて説明する。
　随伴自律走行作業車両１００は、オペレータが搭乗して手動運転を行う。オペレータは
設定経路（走行経路Ｒ）を走行する無人作業車となる自律走行作業車両１の後方または側
方を随伴して走行するように運転する。よって、オペレータは随伴自律走行作業車両１０
０を運転しながら自律走行作業車両１を監視して作業を行い、必要に応じて遠隔操作装置
１１２を操作して自律走行作業車両１を操作する。
【００５６】
　前記遠隔操作装置１１２による自律走行作業車両１を遠隔操作するために、制御装置３
０には操舵アクチュエータ４０、ブレーキアクチュエータ、アクセルアクチュエータ、変
速手段４４、ＰＴＯ入切手段４５、クラッチアクチュエータ、昇降アクチュエータ２５等
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と接続されている。
【００５７】
　また、自律走行作業車両１の走行状態や作動状態を監視するために、自律走行作業車両
１の走行速度を速度センサ２７で検知し、回転数センサ６１でエンジン回転数を検知し、
検知した値をそれぞれ表示手段４９及び遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示
する。また、カメラ４２で撮影した映像が遠隔操作装置１１２に送信されてディスプレイ
１１３に表示され、機体前方や作業機や圃場の状態を見ることを可能としている。
【００５８】
　また、遠隔操作装置１１２の記憶装置には作業データが記憶される。作業データとして
は、例えば、圃場の位置や作業日を記憶したり、その圃場に設定した走行経路Ｒにおける
作業済位置を記憶したり、施肥作業では肥料の種類や単位面積当たりの施肥量を記憶した
りする。
【００５９】
　以上説明したように、圃場Ｈの一端（作業開始位置Ｘ）から他端（作業終了位置）にか
けて自律走行作業車両１を走行させて圃場面作業を行うために、衛星測位システムを利用
して自律走行作業車両１の位置を把握して、自律走行作業車両を自動的に走行して作業さ
せる走行経路Ｒの設定方法であって、機体の前後長を入力する行程と、作業機の幅を入力
する行程と、作業機と作業機の幅方向のオーバーラップ量を入力する行程と、圃場外周の
変曲点に作業車両を順次位置させて、各位置で衛星測位システムを利用して機体の位置を
測位する行程と、圃場内での作業範囲を設定する行程と、出入口Ｅを設定する行程と、作
業開始位置Ｘと作業終了位置を設定する行程と、基準走行開始方向を設定する行程と、作
業範囲の両端に枕地ＨＢを設定する行程と、圃場内での走行経路Ｒを設定する行程とが行
われるので、作業車両の諸元（スペック）より容易に得られる長さを入力して、圃場内を
移動させて容易に測位でき、走行経路Ｒが容易に得られる。
【００６０】
　また、前記枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業機幅（Ｗ１＋Ｗ２）の整数倍とするので、枕地設定
を容易に行える。また、前記枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業機を装着した状態の自律走行作業車
両１の最小旋回半径Ｌ３より大きく設定するので、枕地で切り返すことなく旋回でき作業
効率を低下させることがない。
【００６１】
　こうして、作業走行経路Ｒを作成した後、作業を開始する。この作業を開始するために
オペレータは自律走行作業車両１を運転して作業開始位置まで移動させる。このとき、Ｇ
ＰＳにより測位した現在位置は地図上で表示されるが、作業開始位置Ｘに正確に移動させ
ることは難しいため、図１３に示すように、自律走行作業車両１を作業開始位置Ｘへ移動
させているときに、音や表示手段でガイドできるようにしている。例えば、作業開始位置
Ｘに近づいていることを段階的に音の変化で知らせるようにする場合、作業開始位置Ｘま
で遠い場合は、小さな音としたり、断続音の間隔を長くしたりし、作業開始位置Ｘに近づ
くほど大きな音としたり、断続音の間隔を短くするのである。そして、作業開始位置Ｘに
入ると、音質を変えたり連続音とするのである。なお、距離だけでなく方向も音でガイド
することも可能である。また、表示手段（ディスプレイ１１３）で作業開始位置Ｘにガイ
ドする場合には矢印等で表示するのである。
　そして、制御装置３０は次のような制御を行う。すなわち、図１０に示すように、自律
走行作業車両１と随伴自律走行作業車両１００をそれぞれ圃場内の作業開始位置に配置し
、オペレータは随伴走行作業車両１００に乗車し（オペレータが遠隔操作装置１１２を携
帯して自律走行作業車両１と随行することも可能）、遠隔操作装置１１２をスタンバイ状
態に操作する。このとき、随伴自律走行作業車両１００の遠隔操作装置１１２と自律走行
作業車両１の制御装置３０が通信可能に接続されているか（通信異常があるか）判断する
（Ｓ１）。つまり、送受信機１１０・１１１を介して通信可能であるか判断し、作業時に
遠隔操作装置１１２により遠隔操作ができ、監視できるようにする。接続されていないと
電源の確認や無線の状態等をチェックし、接続設定を行う（Ｓ２）。なお、接続されてい
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ない場合は通信異常であり、断続や通信妨害も含む。通信異常がある場合にはその異常内
容がディスプレイ１１３に表示される。接続されていると、オペレータが作業開始の操作
を行う。
　この作業開始手段の操作により制御装置３０は、ＧＰＳからの信号により、作業車（自
律走行作業車両１）の現在位置を測位しディスプレイ１１３に現在位置と、作業開始位置
と、作業進行方向等の位置情報を表示する（Ｓ３）。なお、現在位置と作業開始位置と作
業進行方向と圃場形状等は切り替えないかぎり常時（言い換えれば、マップ表示のとき）
ディスプレイ１１３に表示される。また、この測位したときの基準局と、作業範囲ＨＡま
たは走行経路Ｒを作成したときの基準局とが異なる場合は、基準が異なり位置がずれる可
能性があるため自律走行の開始を許可しない。
　そして、このとき自律走行作業車両１が作業開始位置に位置しているか、つまり、作業
開始位置から設定範囲内に位置しているか判断する（Ｓ４）。この「設定範囲内に位置し
ているか」は、測位した自律走行作業車両１の現在位置が設定した走行経路Ｒの作業開始
位置から設定範囲（設定距離）内に位置しているか、であるが、自律走行作業車両１（送
受信機１１０）と遠隔操作装置１１２（送受信機１１１）との間で通信が途絶えない距離
の範囲内に位置しているか、または、自律走行作業車両１（送受信機１１０）と遠隔操作
装置１１２（送受信機１１１）との通信レートのレベルが設定値以上の範囲内に位置して
いるか、を更に加えてもよい。また、ＧＰＳの信号に異常があると測位できないので、こ
の場合のＧＰＳの信号強度が設定範囲内か、も判断に加えてもよい。また、随伴走行作業
車両１００にＧＰＳが搭載されている場合には、随伴走行作業車両１００がスタンバイ位
置に位置しているかも判断に加えてもよい。該スタンバイ位置は随伴走行作業車両１００
の作業開始位置ではなく自律走行作業車両１が作業を開始した後に遅滞なく作業を開始で
きる近傍である。
　自律走行作業車両１が設定範囲内に位置していないと判断すると、自律走行の開始を許
可せず、オペレータが自律走行作業車両１を運転して作業開始位置Ｘに移動する（Ｓ５）
。設定範囲としては、例えば、作業開始から数メートル走行することで正規位置に入り容
易に修正できる範囲や随伴走行作業車両１００による作業に影響を与えない範囲とし、作
業残しの範囲をできるだけ小さくする。なおこのとき、作業を行うように設定された圃場
であるかも同時に判断できるので、作業する圃場でない場合も自律走行は開始されない。
また、設定範囲外に位置していても、走行及び作業を開始できるが直ぐに停止する制御と
することもできる。これにより、走行部や作業機が正常に作動することが確認でき、その
他の問題が発生していることが理解できる。
【００６２】
　次に、走行経路Ｒ上で自律走行作業車両１の最大占有領域Ｑが圃場外と重複していない
か判断する（Ｓ６）。つまり、自律走行作業車両１の機体は圃場Ｈ内の設定範囲内（作業
開始位置Ｘや走行経路Ｒ）に位置していても作業機（ロータリ耕耘装置２４）の後端や側
端が圃場Ｈ外に位置しているときがあるので、この場合自律走行は開始しない。
　自律走行作業車両１の最大占有領域Ｑが圃場内に位置していると、自律走行作業車両１
の進行方向と設定された進行方向が設定範囲内に位置しているか判断し（方位センサ３２
で検知した方位と設定進行方向方位を比較し）（Ｓ７）、設定範囲内に入っていないと自
律走行の開始を許可せず、オペレータが自律走行作業車両１の進行方向を調整する（Ｓ５
）。設定範囲内の進行方向は、例えば、走行経路Ｒの設定進行方向の中心から左右２０度
以内として、走行開始から数メートル程度で設定進行方向に修正できる範囲とする。
【００６３】
　次に、自律走行作業車両１に異常がないか判断する（Ｓ８）。異常があるとどのような
異常であるか表示して（Ｓ９）作業は開始せず、異常の修復を行う（Ｓ１０）。異常とし
て例えば、エンジンがエンストしたり、油温や水温が上昇したり、電気系統が断線したり
短絡したり、作業機が作動しない場合、自律走行作業車両１のドアが閉まっていない（セ
ンサで検知）場合、オペレータが遠隔操作装置１１２を注視していない（離れている）場
合等である。なお、遠隔操作装置１１２を注視していない（離れている）かの判断は遠隔
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操作装置１１２に備えるカメラやタッチセンサ等で検知して判断する。
　異常がない場合には、エンジン３が始動しているか判断し（Ｓ１１）、始動していない
と自律走行は開始されず、オペレータが自律走行作業車両１に乗り始動操作を行う（Ｓ１
２）。始動していると、自律走行及び作業が開始される（Ｓ１３）。なお、前述の開始条
件が整っているかの判断時において、完了する毎に一つずつ表示を変えるようにすること
も可能である。また、作業車両が電動駆動の場合は、バッテリから電動モータに電力が供
給可能な状態になっているかを判断する。
【００６４】
　自律走行作業時においては、作業が終了したか判断する（Ｓ１４）。作業が終了すると
、自律走行作業車両１の走行が停止されて終了となる（Ｓ１５）。終了ではないとき、作
業が途中で中断されたか判断する（Ｓ１６）。なお、中断条件は後述する。中断条件が発
生しない場合は自律走行作業を続行し、作業を中断した場合は、その中断した位置が記憶
装置３０ａに記憶される（Ｓ１７）。中断時においては作業が再開できるか判断する（Ｓ
１８）、再開するとなると中断した時の位置が再開始位置として表示され（Ｓ１９）、ス
テップ１に戻る。なお、中断後に再開する位置は、前記中断位置と別の作業開始位置と選
択できるようにすることもできる。また、再開する時に燃料補給や修理等で別の位置に移
動した時は、自動で再開位置まで自律走行作業車両１を移動させるように制御することも
可能である。
【００６５】
　以上のように、スイッチ等で作業開始操作が行われて、自律走行作業車両１により作業
を開始する場合、前記制御装置３０は、自律走行作業車両１が作業開始位置に位置したと
きに、現在位置が設定走行経路Ｒの作業開始位置Ｘから設定範囲以上離れた場合、作業開
始を許可しないように制御するので、作業開始位置Ｘでの未作業域が大きくなることを防
止し、設定範囲内の多少の位置ズレであれば設定走行経路Ｒへの復帰が迅速に行える。
　また、前記制御装置３０は、自律走行作業車両１の走行及び作業を制御する第一制御装
置３０１と、走行経路Ｒを演算し記憶する第二制御装置３０２からなり、第一制御装置３
０１は自律走行作業車両１に備えられ、第二制御装置３０２は自律走行作業車両１または
遠隔操作装置１１２に備えられるので、平行（分散）して演算（制御処理）ができるよう
になり、制御負担が小さく演算（制御）を速くできる。また、第二制御装置３０２を遠隔
操作装置１１２に設けると、機体から離れた家等で設定作業ができるようになる。
【００６６】
　また、制御装置３０は作業開始位置Ｘにおいて、進行方向が設定範囲外に向いていると
自律走行の開始を許可しないように制御するので、意図しない方向に走行したり、畦や他
の障害物に当接したり、大きく曲がった作業跡となることがない。
【００６７】
　また、制御装置３０は自律走行作業車両１に異常が発生した場合は自律走行の開始を許
可しないように制御するので、異常があるまま作業を開始して、機体やエンジンや作業機
等を傷めることがない。また、自律走行作業車両１の制御装置３０は遠隔操作装置１１２
と送受信機１１０・１１１を介して接続されていない（通信異常の）場合は自律走行を許
可しないように制御するので、遠隔操作装置１１２による操作が確実に行え、自律走行作
業車両１の状態も容易に認識できる。
　また、制御装置３０は作業が中断されると、中断位置を記憶し、再度作業を開始すると
きはその中断位置を作業再開始位置とし、表示手段４９やディスプレイ１１３にその位置
を表示するので、中断後の作業開始の位置合わせが容易に行え、作業が途切れることを防
止できる。
【００６８】
　そして、自律走行作業車両１と随伴自律走行作業車両１００とにより作業が行われてい
る途中において、次のような条件となると自律走行を停止して作業を中断させる。
　つまり、図１１に示すように、自律走行作業車両１と随伴自律走行作業車両１００とに
よる併走作業時において、制御装置３０はＧＰＳ信号が異常であるか判断する（Ｓ２０）
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。制御装置３０は自律走行作業車両１の現在位置を検知するために、複数のＧＰＳ衛星３
７・３７・・・からのＧＰＳ信号を受信しているが、ＧＰＳ信号のレベルが低くなったり
途切れたりして異常値となると、現在位置が把握できなくなり、設定した経路を走行でき
なくなる。よって、ＧＰＳ信号が異常となると自律走行を停止させ（Ｓ２１）、中断状態
となる。なお、「ＧＰＳ信号の異常」は、衛星測位システム（ＧＮＳＳ）に関わる衛星か
らの信号を受信している衛星数を検出し、その受信している衛星数が所定の衛星数以下と
なることや、受信している衛星からの信号強度が所定の強度以下となることや、受信して
いる衛星の信号の波形が所定の波形以外になることや所定の周波数以外の周波数に変化す
ることや信号が途切れることや、受信している複数の衛星の方位が所定の方向に偏ったこ
とも含まれ、これらの場合も自律走行を停止させる。この停止時に表示手段となる遠隔操
作装置１１２のディスプレイ１１３及び随伴走行作業車両１００の表示手段４９には走行
を停止した原因を表示して警報を発する（Ｓ２２）。
【００６９】
　また、ＧＰＳにより検知した自律走行作業車両１の実位置（測位位置）と設定した走行
経路Ｒとを比較し（Ｓ２３）、実位置が走行経路Ｒから設定した距離以上逸脱すると、自
律走行を停止させる（Ｓ２１）。なお同時に、随伴走行作業車両１００の実位置と設定走
行経路とを比較して設定範囲以上逸脱した場合、または、自律走行作業車両１と随伴走行
作業車両１００との位置関係が設定範囲以上逸脱した場合も自律走行作業車両１の走行を
停止させるように制御することも可能である。つまり、設定走行経路からズレて未作業部
分や不要な重複部分ができることを防止し、また、自律走行作業車両１が随伴走行作業車
両１００から設定範囲以上離れて、遠隔操作装置１１２からの信号が届き難くなったり、
作業者の監視範囲から外れたりすることを防止する。
　また、作業中にステアリングハンドル４の操舵方向を検知する操向センサ２０の出力値
が正常の範囲内か判断する（Ｓ２４）。例えば、断線やショート等の原因により異常な値
を検出した場合急旋回してしまうので、異常な値でないかを検出し、異常値であると走行
を停止させる（Ｓ２１）。
【００７０】
　また、姿勢を検知するジャイロセンサ３１と方位を検知する方位センサ３２の出力値が
正常の範囲内か判断する（Ｓ２５）。異常値であると走行を停止させる（Ｓ２１）。なお
、デッドリコニングの方策による異常がないかも判断してもよい。例えば、慣性航法も適
用している場合には、車軸（走行輪）の回転数センサ等の慣性航法に関わるセンサ値に異
常がないかも判断する。
　また、燃料残量が設定量以下になったか判断する（Ｓ２６）。燃料残量が設定量以下に
なると走行を停止する（Ｓ２１）。但し、設定値は任意に設定できるようにしている。こ
うして、作業途中で燃料補給をする必要がなく、作業途中で燃料がなくなることによって
動けなくなることを防止し、エンジンを傷めることもない。また、燃料残量を求める代わ
りに、エンジン回転数や負荷や作動時間等から燃料消費量を積算し、所定の積算値を越え
ると停止するように制御することも可能である。この場合燃料給油量または残量を入力し
ておく。
　さらに、その他機体等に異常が発生した場合（Ｓ２７）にも走行を停止して中断させる
（Ｓ２１）。その他の異常としては、エンジンが正常に回転しない場合や、機体に異常振
動が発生した場合や、作業機が作動しない場合や、スリップして車軸の回転と走行移動距
離の差が所定の範囲を越えた場合や、キャビン付の場合ドアが開いた場合や、遠隔操作装
置１１２と通信できなくなった場合や、遠隔操作装置１１２をオペレータが携帯して操作
するモードで遠隔操作装置１１２がオペレータから離れた場合等であり、これらの場合も
中断させる。遠隔操作装置１１２がオペレータから離れたことを検知するには、例えば、
遠隔操作装置１１２の衝撃加速度を検知して設定値以上となったときや、遠隔操作装置１
１２の姿勢を検知して異常な姿勢（裏向きや上下逆）となった場合や、遠隔操作装置１１
２にカメラを付設して顔認識機能を付加して一定時間以上オペレータを認識できない場合
や、人感センサを設けて携帯者を検知できない場合等において走行を停止させるのである
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。
【００７１】
　上記中断が発生しない場合は自律走行が続行される（Ｓ２８）。走行を停止した場合に
おいては（Ｓ２１）、中断の原因を表示して警報を発すると（Ｓ２２）、オペレータは随
伴走行作業車両１００の作業を停止して、中断の原因を解消する作業を行い、中断が解消
する（Ｓ２９）と、自律走行を再開させる（Ｓ２８）。なお、自律走行を再開させる場合
、自動的に再開させることも、監視者の確認後に再開させるようにすることもできる。監
視者の確認は、遠隔操作装置１１２に設ける各項目の確認スイッチや再開スイッチ等の操
作で安全や、故障や異常の解消等を確認し、その後、再始動を行う。更に、作業を再開す
る場合には、予告として音を発したり発光させたりして、再開を周囲に認識させるように
する。
【００７２】
　前記走行を停止させる手段は、ブレーキに加えて、油圧式無段変速装置を用いている場
合には、変速手段４４を中立として走行を停止する。つまり、油圧式無段変速装置（ＨＳ
Ｔ）を用いた変速装置の場合には、ソレノイドやモータで構成した変速手段を作動させて
可変容量油圧ポンプの可動斜板を中立位置に移動させるのである。また、電動モータを用
いて走行駆動している場合には、出力回転がゼロとなるように制御することで停止させる
。こうして、傾斜地での作業において走行を停止した場合でも傾斜に沿って下りないよう
にしている。
【００７３】
　また、前記走行を停止させる手段は、歯車摺動式変速装置やパワークラッチ式変速装置
やベルト式無段変速装置等を用いる変速装置では、エンジン３の出力軸とミッションケー
スの入力軸との間に配置したメインクラッチをオフとして走行を停止しブレーキを作動さ
せる。こうして、傾斜地で走行を停止した場合でも傾斜に沿って下りないようにしている
。
【００７４】
　前記走行を停止したとき、ＰＴＯ入切手段４５を作動させてＰＴＯクラッチをオフとし
て作業機の作動を停止させるとともに、エンジン３の回転数をアイドル回転まで低下させ
る。こうして、不意に急な動きが生じることがなく作業面を荒らすことを防止している。
但し、走行停止時のエンジン回転数は任意に設定可能としている。
【００７５】
　また、自律走行作業車両１が作業中に負荷の増加等によりエンストが発生して停止した
場合には、オペレータは作業を中止して自律走行作業車両１に搭乗する。そして、エンジ
ンを再始動させて、負荷が上昇した原因を回避する操作を行う。例えば、作業機を上昇さ
せたり変速位置を下げて低速走行させたりする。そして、高負荷域を回避して通過させる
と通常の作業を再開させる。
【００７６】
　上記のように前記制御装置３０は、ＧＰＳ衛星（航法衛星）３７からの信号が異常とな
ると、自律走行を停止するように制御するので、設定走行経路Ｒから大きく外れる前に停
止して、作業精度が悪化することを防止できる。
【００７７】
　また、制御装置３０は設定走行経路Ｒに対して実位置が設定範囲以上逸脱すると走行を
停止するように制御するので、設定走行経路Ｒから大きく外れる前に停止して、作業精度
が悪化することを防止でき、深くはまり込んだり障害物に乗り上げたりして身動きができ
なくなることも防止できる。
【００７８】
　また、制御装置３０は操向センサ２０からの検出値が異常な値（例えば、検出値が変化
しない場合や変化が大き過ぎる場合や検出可能範囲を越える値が出力された場合等）とな
ると走行を停止するように制御するので、操向センサ２０の検出値が異常のまま操舵アク
チュエータ４０を作動させて、意図せぬ方向へ進行することを防止できる。また、制御装
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置３０は姿勢・方位を検知意するジャイロセンサ３１と方位センサ３２の検出値と目標値
との差が設定値以上となると走行を停止するように制御するので、意図しない方向に進行
することを防止できる。
【００７９】
　また、制御装置３０は、前記走行を停止すると、その原因を随伴走行作業車両１００に
備える遠隔操作装置１１２に送信し、遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示さ
せるので、オペレータは走行停止の原因を容易に認識でき、停止の原因を解消するための
対応を迅速にできる。また、故障である場合には、メンテナンス作業車の処置も迅速に簡
単にできる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明は、異常が発生したときに自動的に停止させることを可能とする建設機械や農用
作業車等に利用可能である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　　　自律走行作業車両
　３０　　制御装置
　４０　　操舵アクチュエータ
　４４　　変速手段
　６０　　エンジンコントローラ
　１００　随伴走行作業車両
　１１２　遠隔操作装置
　

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月2日(2016.11.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自律走行作業車両と、前記自律走行作業車両に随伴する随伴走行作業車両と、前記自律
走行作業車両と通信可能な遠隔操作装置と、を備える併走作業システムであって、
　前記遠隔操作装置は、前記自律走行作業車両により自律走行される第１設定走行経路と
、前記随伴走行作業車両により走行される第２設定走行経路を生成し、
　前記自律走行作業車両は、衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出
手段と、操舵装置を作動させる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手
段と、前記自律走行作業車両と通信を行う送受信機と、これらを制御する制御装置と、を
備えて、前記制御装置は、前記送受信機を介して前記遠隔操作装置から取得した第１設定
走行経路に沿って前記自律走行作業車両を自律走行させるものであって、
　前記自律走行作業車両の自律走行中には、前記遠隔操作装置が備えるディスプレイに第
１設定走行経路及び第２設定走行経路が表示され、
　前記自律走行作業車両の自律走行中に所定条件が成立し、前記自律走行作業車両の自律
走行が停止された場合には、前記ディスプレイに自律走行が停止されたことを示す表示が
行われる
　ことを特徴とする併走作業システム。
【請求項２】
　前記所定条件は、航法衛星からの信号が異常となることであることを特徴とする請求項
１に記載の併走作業システム。
【請求項３】
　前記所定条件は、前記自律走行作業車両の現在位置が第１設定経路に対して所定範囲以
上逸脱することであることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の併走作業システム
。
【請求項４】
　前記所定条件は、前記自律走行作業車両と前記遠隔操作装置の通信ができなくなること
であることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の併走作業システム。
【請求項５】
　前記所定条件は、スリップして車軸の回転と走行移動距離の差が所定の範囲を超えた場
合であることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の併走作業システム
。
【請求項６】
　前記所定条件は、前記自律走行作業車両が備えるキャビンのドアが開いたことであるこ
とを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の併走作業システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自律走行する無人作業車両と、この無人作業車両に随伴して走行する有人作
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業車両とにより作業を行う場合の無人作業車両の制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、所定範囲の作業地内を走行する作業車に、ＧＰＳ衛星からの衛星信号を受信する
作業車側受信局を設けて作業車の現在位置を検出し、作業地の外側の近傍にＧＰＳ衛星か
らの衛星信号を受信する監視側受信局を設けて監視装置の現在位置を検出し、作業車と監
視装置との間で通信して両者の相対距離を検出し、作業車の監視可能範囲から外れると警
報を発し走行を停止させる技術が公知となっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－１４６６３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記従来技術においては、監視可能範囲から外れるまでは走行が続行されるので、設定
作業範囲以外でも作業されるおそれがあり、無駄な作業を行うとともに、後処理もしなく
てはならない。
【０００５】
　本発明は、以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、自律走行作業車両が設定した
走行経路から外れる前に走行を停止させて、精度の高い作業ができるようにする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００７】
　請求項１においては、自律走行作業車両と、前記自律走行作業車両に随伴する随伴走行
作業車両と、前記自律走行作業車両と通信可能な遠隔操作装置と、を備える併走作業シス
テムであって、前記遠隔操作装置は、前記自律走行作業車両により自律走行される第１設
定走行経路と、前記随伴走行作業車両により走行される第２設定走行経路を生成し、前記
自律走行作業車両は、衛星測位システムを利用して機体の位置を測位する位置算出手段と
、操舵装置を作動させる操舵アクチュエータと、エンジン回転制御手段と、変速手段と、
前記自律走行作業車両と通信を行う送受信機と、これらを制御する制御装置と、を備えて
、前記制御装置は、前記送受信機を介して前記遠隔操作装置から取得した第１設定走行経
路に沿って前記自律走行作業車両を自律走行させるものであって、前記自律走行作業車両
の自律走行中には、前記遠隔操作装置が備えるディスプレイに第１設定走行経路及び第２
設定走行経路が表示され、前記自律走行作業車両の自律走行中に所定条件が成立し、前記
自律走行作業車両の自律走行が停止された場合には、前記ディスプレイに自律走行が停止
されたことを示す表示が行われるものである。
【０００８】
　請求項２においては、前記所定条件は、航法衛星からの信号が異常となることであるも
のである。
【０００９】
　請求項３においては、前記所定条件は、前記自律走行作業車両の現在位置が第１設定経
路に対して所定範囲以上逸脱することであるものである。
【００１０】
　請求項４においては、前記所定条件は、前記自律走行作業車両と前記遠隔操作装置の通
信ができなくなることであるものである。
【００１１】
　請求項５においては、前記所定条件は、スリップして車軸の回転と走行移動距離の差が
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所定の範囲を超えた場合であるものである。
【００１２】
　請求項６においては、前記所定条件は、前記自律走行作業車両が備えるキャビンのドア
が開いたことであるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のような手段を用いることにより、自律走行作業車両に備えるセンサからの検出値
に異常が発生すると、走行を停止するようになり、目標とする走行経路から逸脱すること
なく、正確な作業が行え、損傷や事故を未然に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】自律走行作業車両とＧＰＳ衛星と基準局を示す概略側面図。
【図２】制御ブロック図。
【図３】横併走協調作業の状態を示す図。
【図４】縦併走重複作業を示す図。
【図５】自律走行作業車両の基準となる長さを示す図。
【図６】自律走行作業車両に装着した作業機を偏心して装着した場合の偏心量を示す図。
【図７】圃場データを取得するための行程を示す図。
【図８】基準経路の方向を示す図。
【図９】圃場における作業範囲と枕地を示す図。
【図１０】自律走行開始制御を示すフローチャート図。
【図１１】自律走行時の中断制御を示すフローチャート図。
【図１２】制御ブロック図の他の実施形態を示す図。
【図１３】自律走行作業車両が作業開始位置へ近づく状態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　無人で自動走行可能な自律走行作業車両１、及び、この自律走行作業車両１に随伴して
オペレータが操向操作する有人の随伴走行作業車両１００をトラクタとし、自律走行作業
車両１及び随伴走行作業車両１００には作業機としてロータリ耕耘装置がそれぞれ装着さ
れている実施例について説明する。但し、作業車両はトラクタに限定するものではなく、
コンバイン等でもよく、また、作業機はロータリ耕耘装置に限定するものではなく、畝立
て機や草刈機やレーキや播種機や施肥機やワゴン等であってもよい。
【００１６】
　図１、図２において、自律走行作業車両１となるトラクタの全体構成について説明する
。ボンネット２内にエンジン３が内設され、該ボンネット２の後部のキャビン１１内にダ
ッシュボード１４が設けられ、ダッシュボード１４上に操向操作手段となるステアリング
ハンドル４が設けられている。該ステアリングハンドル４の回動により操舵装置を介して
前輪９・９の向きが回動される。自律走行作業車両１の操舵方向は操向センサ２０により
検知される。操向センサ２０はロータリエンコーダ等の角度センサからなり、前輪９の回
動基部に配置される。但し、操向センサ２０の検知構成は限定するものではなく操舵方向
が認識されるものであればよく、ステアリングハンドル４の回動を検知したり、パワース
テアリングの作動量を検知してもよい。操向センサ２０により得られた検出値は制御装置
３０に入力される。
【００１７】
　前記ステアリングハンドル４の後方に運転席５が配設され、運転席５下方にミッション
ケース６が配置される。ミッションケース６の左右両側にリアアクスルケース８・８が連
設され、該リアアクスルケース８・８には車軸を介して後輪１０・１０が支承される。エ
ンジン３からの動力はミッションケース６内の変速装置（主変速装置や副変速装置）によ
り変速されて、後輪１０・１０を駆動可能としている。変速装置は例えば油圧式無段変速
装置で構成して、可変容量型の油圧ポンプの可動斜板をモータ等の変速手段４４により作
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動させて変速可能としている。変速手段４４は制御装置３０と接続されている。後輪１０
の回転数は車速センサ２７により検知され、走行速度として制御装置３０に入力される。
但し、車速の検知方法や車速センサ２７の配置位置は限定するものではない。
【００１８】
　ミッションケース６内にはＰＴＯクラッチやＰＴＯ変速装置が収納され、ＰＴＯクラッ
チはＰＴＯ入切手段４５により入り切りされ、ＰＴＯ入切手段４５は制御装置３０と接続
され、ＰＴＯ軸への動力の断接を制御可能としている。
【００１９】
　前記エンジン３を支持するフロントフレーム１３にはフロントアクスルケース７が支持
され、該フロントアクスルケース７の両側に前輪９・９が支承され、前記ミッションケー
ス６からの動力が前輪９・９に伝達可能に構成している。前記前輪９・９は操舵輪となっ
ており、ステアリングハンドル４の回動操作により回動可能とするとともに、操舵駆動手
段となるパワステシリンダからなる操舵アクチュエータ４０により前輪９・９が左右操舵
回動可能となっている。操舵アクチュエータ４０は制御装置３０と接続され、自動走行制
御されて駆動される。
【００２０】
　制御装置３０にはエンジン回転制御手段となるエンジンコントローラ６０が接続され、
エンジンコントローラ６０にはエンジン回転数センサ６１や水温センサや油圧センサ等が
接続され、エンジンの状態を検知できるようにしている。エンジンコントローラ６０では
設定回転数と実回転数から負荷を検出し、過負荷とならないように制御するとともに、後
述する遠隔操作装置１１２にエンジン３の状態を送信して表示手段となるディスプレイ１
１３で表示できるようにしている。
【００２１】
　また、ステップ下方に配置した燃料タンク１５には燃料の液面を検知するレベルセンサ
２９が配置されて制御装置３０と接続され、自律走行作業車両１のダッシュボードに設け
る表示手段４９には燃料の残量を表示する燃料計が設けられ制御装置３０と接続されてい
る。そして、制御装置３０から遠隔操作装置１１２に燃料残量に関する情報が送信されて
、遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に燃料残量と作業可能時間が表示される。
【００２２】
　前記ダッシュボード１４上にはエンジンの回転計や燃料計や油圧等や異常を示すモニタ
や設定値等を表示する表示手段４９が配置されている。
【００２３】
　また、トラクタ機体後方に作業機装着装置２３を介して作業機としてロータリ耕耘装置
２４が昇降自在に装設させて耕耘作業を行うように構成している。前記ミッションケース
６上に昇降シリンダ２６が設けられ、該昇降シリンダ２６を伸縮させることにより、作業
機装着装置２３を構成する昇降アームを回動させてロータリ耕耘装置２４を昇降できるよ
うにしている。昇降シリンダ２６は昇降アクチュエータ２５の作動により伸縮され、昇降
アクチュエータ２５は制御装置３０と接続されている。
【００２４】
　制御装置３０には衛星測位システムを構成する移動受信機３３が接続されている。移動
受信機３３には移動ＧＰＳアンテナ３４とデータ受信アンテナ３８が接続され、移動ＧＰ
Ｓアンテナ３４とデータ受信アンテナ３８は前記キャビン１１上に設けられる。該移動受
信機３３には、位置算出手段を備えて測位し緯度と経度を制御装置３０に送信し、現在位
置を把握できるようにしている。なお、ＧＰＳ（米国）に加えて準天頂衛星( 日本) やグ
ロナス衛星（ロシア）等（航法衛星と称する）の衛星測位システム（ＧＮＳＳ）を利用す
ることで精度の高い測位ができるが、本実施形態ではＧＰＳを用いて説明する。
【００２５】
　自律走行作業車両１は、機体の姿勢変化情報を得るためにジャイロセンサ３１、および
進行方向を検知するために方位センサ３２を具備し制御装置３０と接続されている。但し
、ＧＰＳの位置計測から進行方向を算出できるので、方位センサ３２を省くことができる
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。ジャイロセンサ３１は自律走行作業車両１の機体前後方向の傾斜（ピッチ）の角速度、
機体左右方向の傾斜（ロール）の角速度、および旋回（ヨー）の角速度、を検出するもの
である。該三つの角速度を積分計算することにより、自律走行作業車両１の機体の前後方
向および左右方向への傾斜角度、および旋回角度を求めることが可能である。ジャイロセ
ンサ３１の具体例としては、機械式ジャイロセンサ、光学式ジャイロセンサ、流体式ジャ
イロセンサ、振動式ジャイロセンサ等が挙げられる。ジャイロセンサ３１は制御装置３０
に接続され、当該三つの角速度に係る情報を制御装置３０に入力する。
【００２６】
　方位センサ３２は自律走行作業車両１の向き（進行方向）を検出するものである。方位
センサ３２の具体例としては磁気方位センサ等が挙げられる。方位センサ３２は制御装置
３０に接続され、機体の向きに係る情報を制御装置３０に入力する。
【００２７】
　こうして制御装置３０は、上記ジャイロセンサ３１、方位センサ３２から取得した信号
を姿勢・方位演算手段により演算し、自律走行作業車両１の姿勢（向き、機体前後方向及
び機体左右方向の傾斜、旋回方向）を求める。
【００２８】
　次に、自律走行作業車両１の位置情報をＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システ
ム）を用いて取得する方法について説明する。ＧＰＳは、元来航空機・船舶等の航法支援
用として開発されたシステムであって、上空約二万キロメートルを周回する二十四個のＧ
ＰＳ衛星（六軌道面に四個ずつ配置）、ＧＰＳ衛星の追跡と管制を行う管制局、測位を行
うための利用者の受信機で構成される。ＧＰＳを用いた測位方法としては、単独測位、相
対測位、ＤＧＰＳ（ディファレンシャルＧＰＳ）測位、ＲＴＫ－ＧＰＳ（リアルタイムキ
ネマティック－ＧＰＳ）測位など種々の方法が挙げられ、これらいずれの方法を用いるこ
とも可能であるが、本実施形態では測定精度の高いＲＴＫ－ＧＰＳ測位方式を採用し、こ
の方法について図１、図２より説明する。
【００２９】
　ＲＴＫ－ＧＰＳ（リアルタイムキネマティック－ＧＰＳ）測位は、位置が判っている基
準局と、位置を求めようとする移動局とで同時にＧＰＳ観測を行い、基準局で観測したデ
ータを無線等の方法で移動局にリアルタイムで送信し、基準局の位置成果に基づいて移動
局の位置をリアルタイムに求める方法である。
【００３０】
　本実施形態においては、自律走行作業車両１に移動局となる移動受信機３３と移動ＧＰ
Ｓアンテナ３４とデータ受信アンテナ３８が配置され、基準局となる固定受信機３５と固
定ＧＰＳアンテナ３６とデータ送信アンテナ３９が圃場の作業の邪魔にならない所定位置
に配設される。本実施形態のＲＴＫ－ＧＰＳ（リアルタイムキネマティック－ＧＰＳ）測
位は、基準局および移動局の両方で位相の測定（相対測位）を行い、基準局の固定受信機
３５で測位したデータをデータ送信アンテナ３９からデータ受信アンテナ３８に送信する
。
【００３１】
　自律走行作業車両１に配置された移動ＧＰＳアンテナ３４はＧＰＳ衛星３７・３７・・
・からの信号を受信する。この信号は移動受信機３３に送信され測位される。そして、同
時に基準局となる固定ＧＰＳアンテナ３６でＧＰＳ衛星３７・３７・・・からの信号を受
信し、固定受信機３５で測位し移動受信機３３に送信し、観測されたデータを解析して移
動局の位置を決定する。こうして得られた位置情報は制御装置３０に送信される。
【００３２】
　こうして、この自律走行作業車両１における制御装置３０は、ＧＰＳ衛星３７・３７・
・・から送信される電波を受信して移動受信機３３において設定時間間隔で機体の位置情
報を求め、ジャイロセンサ３１及び方位センサ３２から機体の変位情報および方位情報を
求め、これら位置情報と変位情報と方位情報に基づいて機体が予め設定した走行経路Ｒに
沿って走行するように、操舵アクチュエータ４０、変速手段４４等を制御する。
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【００３３】
　また、自律走行作業車両１には障害物センサ４１が配置されて制御装置３０と接続され
、障害物に当接しないようにしている。例えば、障害物センサ４１は超音波センサで構成
して機体の前部や側部や後部に配置して制御装置３０と接続し、機体の前方や側方や後方
に障害物があるかどうかを検出し、障害物が設定距離以内に近づくと走行を停止させるよ
うに制御する。
【００３４】
　また、自律走行作業車両１には機体周囲を撮影するカメラ４２が搭載され制御装置３０
と接続されている。カメラ４２で撮影された映像は随伴走行作業車両１００に備えられ、
または、作業者が携帯する遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示されるように
している。作業者は、前方を表示した画像により障害物を確認したり、作業機を表示した
画像により作業機の作動状態や作業後の仕上がり状態や随伴走行作業車両１００との位置
関係等を確認できるようにしている。なお、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１０
０との位置関係は、カメラ４２による画像で判断したり、遠隔操作装置１１２が備えるＧ
ＰＳによる位置情報で判断したりることができる。ただし、ディスプレイ１１３の表示画
面が小さい場合は大きい別のディスプレイで表示したり、複数に画面を分割して複数を同
時に表示したり、カメラ映像は別の専用のディスプレイで常時または選択的に表示したり
、自律走行作業車両１に設けた表示手段４９で表示したりすることも可能である。
【００３５】
　遠隔操作装置１１２は前記自律走行作業車両１の走行経路Ｒを設定したり、自律走行作
業車両１を遠隔操作したり、自律走行作業車両１の走行状態や作業機の作動状態を監視し
たり、作業データを記憶したりするものである。
【００３６】
　有人走行車両となる随伴走行作業車両１００はオペレータが乗車して運転操作するとと
もに、随伴走行作業車両１００に遠隔操作装置１１２を搭載して自律走行作業車両１を操
作可能としている。随伴走行作業車両１００の基本構成は自律走行作業車両１と略同じ構
成であるので詳細な説明は省略する。なお、随伴走行作業車両１００または遠隔操作装置
１１２にはＧＰＳ用の移動受信機３３や移動ＧＰＳアンテナ３４を備える構成とすること
も可能である。
【００３７】
　遠隔操作装置１１２は、随伴走行作業車両１００及び自律走行作業車両１のダッシュボ
ードやキャビンの柱や天井等の操作部に着脱可能としている。遠隔操作装置１１２は随伴
走行作業車両１００のダッシュボードに取り付けたまま操作することも、随伴走行作業車
両１００の外に持ち出して携帯して操作することも、自律走行作業車両１のダッシュボー
ドに取り付けて操作可能としている。なお、随伴走行作業車両１００、または／及び、自
律走行作業車両１には図示しない遠隔操作装置１１２用の取付具が設けられる。遠隔操作
装置１１２は例えばノート型やタブレット型のパーソナルコンピュータで構成することが
できる。本実施形態ではタブレット型のコンピュータで構成している。
【００３８】
　さらに、遠隔操作装置１１２と自律走行作業車両１は無線で相互に通信可能に構成して
おり、自律走行作業車両１と遠隔操作装置１１２には通信するための送受信機１１０・１
１１がそれぞれ設けられている。送受信機１１１は遠隔操作装置１１２に一体的に構成さ
れている。通信手段は例えばＷｉＦｉ等の無線ＬＡＮで相互に通信可能に構成されている
。該自律走行作業車両１と遠隔操作装置１１２との間で通信を行うときには、通信妨害（
ウイルスの感染等も含む）や混信等を避けるための方策がなされる。例えば、独自のプロ
トコルや言語等を用いることができる。
【００３９】
　遠隔操作装置１１２は画面に触れることで操作可能なタッチパネル式の操作画面とした
ディスプレイ１１３を筐体表面に設け、筐体に送受信機１１１やＣＰＵや記憶装置やバッ
テリやカメラやＧＰＳ（衛星測位装置）等を備える。該ディスプレイ１１３には、前記カ
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メラ４２で撮影した周囲の画像や自律走行作業車両１の状態や作業の状態やＧＰＳに関す
る情報（測位情報）や遠隔操作装置１１２と自律走行作業車両１との通信状況（例えば、
良好・不良の表示、または、電波強度や通信速度）や操作画面や自律走行作業車両１と随
伴走行作業車両１００との位置関係等を表示できるようにし、オペレータが監視できるよ
うにしている。
【００４０】
　前記自律走行作業車両１の状態としては、作業の状態や走行状態やエンジンの状態や作
業機の状態等であり、走行状態としては変速位置や車速や燃料残量やバッテリの電圧等で
あり、エンジンの状態としてはエンジンの回転数や負荷率等であり、作業機の状態として
は作業機の種類やＰＴＯ回転数や作業機高さ等であり、それぞれディスプレイ１１３に数
字やレベルメータ等で表示される。
【００４１】
　前記作業の状態としては、作業経路（目標経路または走行経路Ｒ）、作業行程、現在位
置、行程から計算される枕地までの距離、残りの経路、行程数、今までの作業時間、残り
の作業時間等であり、随伴走行作業車両１００の作業経路もディスプレイ１１３に表示で
きるようにしている。設定走行経路Ｒにおける自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１
００の残りの経路は、全体の作業経路から既作業経路を塗りつぶすことで容易に認識でき
るようにしている。また、未作業経路と既作業経路を別々の色で表示することも可能であ
る。また、作業経路上に自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００をイメージするア
ニメを表示して現在の作業位置を表示してもよい。また、現在位置から次の行程を矢印で
表示することで、現在から旋回方向等次の行程を容易に認識することができるようにして
いる。ＧＰＳに関する情報（測位情報）は、自律走行作業車両１の実位置となる経度や緯
度、衛星の補足数や電波受信強度等である。
【００４２】
　前記遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３は、カメラ４２で撮影した周囲の画像の
他、自律走行作業車両１の状態や予め設定された走行経路Ｒ等も表示するため、一度に多
数の情報を表示できない。そこで、画面を大きくして分割表示したり、カメラ用のディス
プレイを別に設けたりして、必要に応じて、モニタ画面や操作画面や走行経路Ｒや撮影画
面等をディスプレイ１１３と別のディスプレイとを複数同時表示したり、適宜切り換えた
り、スクロールさせたりすることも可能である。こうして、作業者（オペレータ）が見た
い画面を容易に見ることができる。
【００４３】
　また、前記自律走行作業車両１は遠隔操作装置１１２により遠隔操作可能としている。
例えば、ディスプレイ１１３にスイッチや増減目盛等を表示して、それをタッチすること
で、自律走行作業車両１の緊急停止や一時停止や再発進や車速の変更やエンジン回転数の
変更や作業機の昇降やＰＴＯクラッチの入り切り等を操作できるようにしている。つまり
、遠隔操作装置１１２から送受信機１１１、送受信機１１０、制御装置３０を介してアク
セルアクチュエータや変速手段４４やＰＴＯ入切手段４５等を制御し作業者が容易に自律
走行作業車両１を遠隔操作できるのである。
【００４４】
　以上のように、衛星測位システムを利用して機体となる自律走行作業車両１の位置を測
位する位置算出手段を備える移動受信機３３と、操舵装置を作動させる操舵アクチュエー
タ４０と、エンジン回転制御手段となるエンジンコントローラ６０と、変速手段４４と、
これらを制御する制御装置３０とを備えた自律走行作業車両１を、前記制御装置３０に記
憶させた設定走行経路Ｒに沿って自律走行させるとともに、該自律走行作業車両１に随伴
走行しながら作業を行う随伴走行作業車両１００に搭載する遠隔操作装置１１２により自
律走行作業車両１を操作可能とする併走作業システムであって、前記遠隔操作装置１１２
は可搬可能、かつ、随伴走行作業車両１００、または／及び、自律走行作業車両１に着脱
可能に取り付けられるので、併走作業時においては、遠隔操作装置１１２を随伴走行作業
車両１００に取り付けた状態で作業を行い、自律走行作業車両１により単独で作業を行っ
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たり、自律走行作業車両１にトラブルが生じたりした場合には、遠隔操作装置１１２を取
り外して、自律走行作業車両１に乗り込んだり、自律走行作業車両１の近傍または良く見
える位置で操作したり確認したりできるようになる。よって、操作性が向上し、トラブル
等の処置も容易に行うことができる。
【００４５】
　また、前記遠隔操作装置１１２は、ディスプレイ１１３を有し、該ディスプレイ１１３
には自律走行作業車両１の走行状態やエンジン３の状態、作業機の状態、自律走行作業車
両１と随伴走行作業車両１００との位置関係を表示するので、オペレータは視覚により容
易に自律走行作業車両１の状態を把握することができ、自律走行作業車両１に異常が発生
しても迅速に対応することができる。また、作業者が随伴走行作業車両１００に乗って作
業しているときに、自律走行作業車両１と距離が近すぎないか、離れ過ぎでないか、自律
走行作業車両１に対して位置がずれていないか等を容易に判断できる。
【００４６】
　また、前記ディスプレイ１１３には自律走行作業車両１の後述する目標走行経路（設定
された走行経路）Ｒ、現在位置、枕地までの距離、作業時間、完了までの作業時間、及び
、随伴走行作業車両１００の作業経路を表示するので、作業時における走行状態や作業経
過等が容易に認識でき、作業計画も立て易くなる。また、前記ディスプレイにはＧＰＳ情
報（測位情報）を表示するので、衛星からの受信状態を把握でき、ＧＰＳ衛星からの信号
が途絶えた場合等での対処が容易にできる。また、前記自律走行作業車両１には機体周囲
を撮影するカメラ４２が備えられ、該カメラ４２で撮影した映像を前記ディスプレイ１１
３にて表示可能としたので、離れた位置で自律走行作業車両１の周囲の様子を容易に認識
でき、障害物があったとき等において容易に対処できる。
【００４７】
　次に、自律走行作業車両１の目標走行経路Ｒの作成について説明する。なお、目標走行
経路Ｒが作成された後は設定された走行経路Ｒとする。走行経路Ｒは制御装置３０の記憶
装置３０ａに記憶される。なお、前記制御装置３０は、自律走行作業車両１の走行・作業
制御及び走行経路Ｒを演算し記憶することを一つの制御装置で行うことも可能であるが、
自律走行作業車両１の作動（走行や作業）を制御する第一制御装置３０１と、自律走行に
関わる制御（走行経路Ｒの設定や開始条件判断や中断条件判断等）を行い記憶する第二制
御装置３０２とにより構成することもできる。この場合、図１２（ａ）に示すように、第
一制御装置３０１と第二制御装置３０２を自律走行作業車両１の適宜位置に別々に配置し
たり、図１２（ｂ）に示すように、第一制御装置３０１は自律走行作業車両１に備えられ
、第二制御装置３０２は遠隔操作装置１１２に配置したり（該第二制御装置３０２は遠隔
操作装置１１２の制御装置と一体的に構成することもできる）、図１２（ｃ）に示すよう
に、第一制御装置３０１は自律走行作業車両１に備えられ、第二制御装置３０２は自律走
行作業車両１の外部に配置するように構成することができる。第二制御装置３０２はユニ
ットとして構成し、外部からコネクタ（バス）等を介して第一制御装置３０１と通信でき
るようにする。
【００４８】
　目標走行経路Ｒは作業形態に合わせて生成される。作業形態としては、自律走行作業車
両１のみの単独走行作業、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００による併走走行
作業、自律走行収穫作業車（コンバイン）と随伴搬送車両等とによる複合収穫作業等があ
るが、本実施形態では自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００による併走走行作業
の走行経路生成について説明する。さらに、併走走行作業では、図３に示す横併走協調作
業と図４に示す縦併走重複作業と縦併走協調作業がある。なお、自律走行作業車両１と随
伴走行作業車両１００とによる併走走行作業では、作業時間を短縮できるとともに、従来
から所有している随伴走行作業車両１００に自律走行作業車両１を加えることで実現でき
、新たに自律走行作業車両１を二台購入する必要はなく、コストが抑えられる。
【００４９】
　具体的には、図３に示す横併走協調作業は、自律走行作業車両１の斜め後方を随伴走行
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作業車両１００が走行して作業域を一部重複させて（随伴走行作業車両１００の作業機が
トレンチャー等では重複させる必要はない）、作業機の約二倍の幅を一人で一度に作業し
、時間の短縮化を図ることができる。図４に示す縦併走重複作業は、自律走行作業車両１
と随伴走行作業車両１００は前後一列に並んで走行し、同じ作業機を装着して、一台目は
荒耕しを行い、二台目は砕土作業を行い一つの作業を分割する。また、縦併走協調作業は
自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００は前後一列に並んで走行し、一台目は耕耘
（砕土）を行い、二台目は施肥や播種等の別の作業機で、前後二つ以上の作業を分割して
行うことができる。
【００５０】
　上記横併走協調作業における自律走行作業車両１により自律走行しながら作業を行う自
動作業システムの走行経路生成について説明する。なお、設定操作は遠隔操作装置１１２
で行うが、自律走行作業車両１の表示手段４９で行うことも可能とする。まず、耕耘作業
するための基準長さを制御装置３０の記憶装置３０ａに予め入力しておく。基準長さは、
図５に示すように、トラクタに装着される作業機の作業幅Ｗ１、機体に搭載されたＧＰＳ
アンテナ３４から作業機端までの距離Ｌ１、機体の全長Ｌ２（または最小旋回半径Ｌ３）
、作業機が偏心して配置される場合は図６に示すように左右中心からの偏心量Ｓ１がそれ
ぞれ機体の諸元表から得て制御装置３０の記憶装置３０ａに保存する行程を経る。また、
作業機がロータリ耕耘装置２４の場合には、サイドドライブ式またはセンタードライブ式
かを選択し、サイドドライブ式の場合にはチェーンケース２４ａの位置と幅Ｗ２の値も記
憶装置３０ａに保存する。また、機体の全長Ｌ２と作業機幅（Ｗ１＋Ｗ２）で占める面積
（Ｌ２×（Ｗ１＋Ｗ２））を、自律走行作業車両１と作業機（ロータリ耕耘装置２４）が
走行時に占める最大占有領域Ｑと定義して記憶装置３０ａに保存する。なお、フロント作
業機を装着した場合はフロント作業機の前端から機体後端までの距離がＬ２となる。また
、ロータリ耕耘装置２４の代わりにミッド作業機を装着した場合、（Ｗ１＋Ｗ２）はミッ
ド作業機が機体の幅（左右の後輪の外幅）よりも大きい場合はＷ１となる。また、最大占
有領域Ｑは四角形に限定せず、この四角形の外接円Ｑ１とすることも可能である。外接円
Ｑ１とすることで旋回時に畦等との干渉が認識し易くなる。また、随伴走行作業車両１０
０の基準長さも前記同様に制御装置３０の記憶装置３０ａまたは遠隔操作装置１１２に入
力される。
【００５１】
　次に、圃場の位置と作業範囲及び作業を行う走行経路Ｒを設定するために、圃場の四隅
（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、または、変曲点）に自律走行作業車両１を位置させて、測位する行程
を行う。つまり、図７に示すように、圃場Ｈの出入口Ｅで測位して出入口位置データとし
て制御装置３０の記憶装置３０ａにその緯度と経度を記憶する。出入口Ｅを設定しておく
ことで、走行経路Ｒの作業開始位置Ｘや作業終了位置を容易に設定することができる。な
お、圃場の外周を走行しながら測定して走行経路Ｒを作成するとき、固定基地局からの補
正信号で測位する場合と、簡易基地局からの補正信号で測位する場合があるため、いずれ
の基地局で測位したか識別できるようにしておき、走行経路Ｒの作成時に違和感が生じた
時に容易に理解できるようにする。
【００５２】
　自律走行作業車両１を出入口Ｅから圃場内に入り進行させて入口に最も近い一つの隅（
角）Ａに移動して、圃場の短辺または長辺（以下畦とする）と平行となるように位置させ
て測位し、第一隅部データ（緯度と経度）として記憶する。次に、無人トラクタを次の隅
Ｂに移動させて、畦と平行となるように約９０度方向転換して測位し第二隅部データとし
て記憶する。そして、前記同様に次の隅Ｃに移動して第三隅部データを取得して記憶し、
次の隅Ｄに移動して第四隅部データを取得して記憶する。こうして、一つの隅Ａから順番
に一筆書きのように直線で隅（Ｂ、Ｃ、Ｄ）を結ぶことにより圃場の形状を確定し圃場デ
ータとして取得する。但し、圃場の形状が変形圃場である場合には、四隅以外の隅位置や
変曲点位置のデータを取得して圃場データを確定する。例えば、三角形であれば三つの隅
を、五角形であれば五つの隅の位置データを取得し記憶する。なお、隅部は下位概念で変
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曲点は上位概念であるため、変曲点を順次測位して位置データを取得して一周することで
圃場データを取得することができる。また、前記最外周を走行して得られた圃場外周デー
タの内側の領域でのみ、走行経路Ｒを作成することができ、はみ出すとエラーとして走行
経路Ｒの作成はできないようにしている。また、隅部データを直線で結んだ際に、直線が
交差した場合は圃場データとして認識しないようにしている。これは、圃場としてあり得
ず、隅または変曲点が抜けている可能性が高いからである。また、圃場データの作成にお
いて、インターネットや地図メーカ等が公開している地図データから圃場データを取得す
ることを禁止しており、前述の現地で測位した位置データのみ採用を許可するものとして
いる。こうして、実際の作業で走行させたときに誤差により圃場外に出てしまうことを防
止している。
【００５３】
　更に、圃場の周囲には、取水口や排水口が設けられていたり、境界を示す杭や石等が配
設されていたり、樹木が入り込んで生えていたりする場合がある。これらは直線状に走行
した場合に邪魔となるので、これらは障害物として測位し設定できるようにしている。こ
の障害物は圃場データ作成時に障害物として設定する。この障害物を設定した場合には、
自律走行時には避けて走行するように走行経路Ｒが設定される。
【００５４】
　次に、基準走行開始方向を選択する行程となる。基準走行開始方向は回り作業や往復作
業の作業開始位置から作業終了位置までの進行方向や作業終了位置から出口までの経路（
作業範囲ＨＡの外側の作業方向）を選択する。具体的には、図８に示すように、基準走行
開始方向は、右回りで作業を開始して終了するか、或いは、左回りで作業を開始して終了
するかを設定する。この設定はディスプレイ１１３上で矢印や目印等を表示させてそれを
タッチする等して簡単に選択できるようにしている。
【００５５】
　こうして、図９に示すように、圃場データから得られる作業範囲ＨＡは略四角形となる
ようにしており、この作業範囲ＨＡが遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示さ
れる。この作業範囲ＨＡにおいて更に自律走行作業車両１が進行する作業方向の前後両側
に枕地ＨＢを設定する。枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業機をロータリ耕耘装置２４とした場合、
耕耘幅Ｗ１から求められる。例えば、耕耘幅を入力しその整数倍を選択できるようにして
いる。但し、枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業範囲ＨＡにおける自律走行作業車両１が作業する進
行方向（長手方向）と平行な方向の長さとする。なお、枕地幅Ｗｂはハンドルを切り返し
せずに旋回させ、滑り等も考慮してマージンを持たせて旋回させる必要があるため、最小
旋回半径よりも大きくしなければならない。そこで、作業機（本実施形態ではロータリ耕
耘装置２４）を装着した状態の自律走行作業車両１の最小旋回半径を予め記憶装置３０ａ
に記憶させておくことで、この最小旋回半径よりも小さな値は設定時において入力できな
いようにしている。但し、設定する旋回半径は増速旋回やオートステアリング機能がない
場合の旋回半径としてもよい。
【００５６】
　なお、随伴走行作業車両１００が自律走行作業車両１よりも大きい場合や、随伴走行作
業車両１００に装着される作業機が自律走行作業車両１に装着される作業機よりも大きい
場合、枕地ＨＢの幅Ｗｂは随伴走行作業車両１００の基準長さが採用される。その他の作
業機を装着した場合においては、作業機の全長や条の幅等が考慮されるので、枕地幅Ｗｂ
は任意の長さを数値で入力することも可能としている。枕地を往復して作業を行う場合や
枕地を含む作業範囲の周囲を螺旋状に周回して作業を終了する場合もあるので、枕地ＨＢ
における旋回方向も設定できるようにしている。また、圃場の周囲は畦が存在するため畦
処理のために別途作業が必要な場合があるため、作業開始側の端部ＨＣの幅（畔からの距
離）Ｗｃも任意の長さに設定できるようにしている。
【００５７】
　次に、オーバーラップ量（重複幅）を設定する行程となる。オーバーラップ量Ｗｒ（図
３）は作業機（例えば、ロータリ耕耘装置）で往復作業する場合の往路と復路で重複させ



(32) JP WO2015/119266 A1 2015.8.13

る幅や、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００とによる横併走協調作業における
左右のロータリ耕耘装置が重複する作業幅であり、傾斜や凹凸等があっても耕耘残しがな
いようにオーバーラップ量Ｗｒが任意の長さに設定される。なお、オーバーラップ量Ｗｒ
をもたせると、縦併走重複作業の場合、枕地で旋回してすれ違うときに作業機同士が当接
してしまうおそれがある。または、障害物センサ４１の検出により自律走行作業車両１は
走行を停止してしまうことになる。このようなことを避けるため、随伴走行作業車両１０
０は１列以上飛ばして作業を行い、当接を避けた走行を行う。或いは、枕地に近づくと、
作業機の当接を避ける「すれ違い制御」を行う。「すれ違い制御」は、例えば、すれ違う
ときに、一方の作業機は上昇させ、他方の作業機は下降させるような制御とする。ただし
、中央１条の移植機や播種機やトレンチャー等のオーバーラップさせる必要はない作業機
による作業では、条の間隔を設定し、飛ばしたり「すれ違い制御」を行う必要はなく、こ
れらを作業モードに応じて選択できるようにしている。
【００５８】
　また、圃場データに作業終了位置を設定または選択できるようにしている。例えば、走
行経路Ｒが設定された後に作業終了位置が出入口Ｅと反対位置となった場合や、圃場Ｈの
うち四角形の作業範囲ＨＡの残りの圃場ＨＤが出入口Ｅと離れた位置にある場合等におい
ては、作業終了位置が優先されるように設定して、できるだけ重複した作業を避け、圃場
面を荒らすことなく終了できるように設定する。この場合、作業終了位置から逆方向に作
業走行経路Ｒをたどって設定することで作業開始位置Ｘが設定される。よって、作業開始
位置Ｘは出入口Ｅから離れた位置となることもある。また、作業開始位置Ｘや作業終了位
置はオペレータの好みの位置に設定することもできるために、作業を行わない空走り行程
を設定することで作業開始方向や作業終了方向を変更することも可能となる。上記の数値
や選択肢を入力して設定すると、制御装置３０によって作業範囲ＨＡで順次往復直進作業
を行い、枕地ＨＢで反転する回行を行うように自動的に走行経路Ｒが生成される。さらに
、随伴走行作業車両１００の作業経路Ｒ´（図３）も同時に生成される。
【００５９】
　走行経路Ｒの生成行程を経ると、次に、作業条件を設定する行程となる。作業条件は、
例えば、作業時における車速（変速位置）、エンジン回転数、ＰＴＯ回転数（ＰＴＯ変速
位置）、旋回時における車速、エンジン回転数等である。走行経路Ｒの各位置で作業条件
を設定して作業行程が生成される。なお、前記ディスプレイ１１３上での設定値の入力や
選択は、ディスプレイ１１３に順次設定画面が表示され、間違いや設定忘れが生じないよ
うにし、オペレータにとっても簡単に操作でき、設定や入力ができるようにしている。
【００６０】
　上記設定が終了し、走行経路Ｒおよび走行経路Ｒに沿った作業行程が生成されると、作
業を開始するために、オペレータが自律走行作業車両１を運転して作業開始位置Ｘに移動
させ、随伴走行作業車両１００をその近傍に位置させる。そして、オペレータが遠隔操作
装置１１２を操作して作業を開始する。
【００６１】
　作業を開始するには、自律走行作業車両１の開始条件が整うことが条件となっている。
作業開始条件は、自律走行作業車両１の制御装置３０に記憶され、随伴走行作業車両１０
０に備えられる遠隔操作装置１１２の作業開始手段をオンすると、制御装置３０は所定の
作業開始条件を満たしているか判断する。作業開始条件については後述する。前記作業開
始手段は開始ボタンや開始スイッチ等で構成し、自律走行作業車両１に設けてもよい。
【００６２】
　前記自律走行作業車両１に随伴して走行しながら作業を行う随伴走行作業車両１００に
ついて説明する。随伴走行作業車両１００は、オペレータが搭乗して手動運転を行う。オ
ペレータは設定経路（走行経路Ｒ）を走行する無人作業車となる自律走行作業車両１の後
方または側方を随伴して走行するように運転する。よって、オペレータは随伴走行作業車
両１００を運転しながら自律走行作業車両１を監視して作業を行い、必要に応じて遠隔操
作装置１１２を操作して自律走行作業車両１を操作する。
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【００６３】
　前記遠隔操作装置１１２による自律走行作業車両１を遠隔操作するために、制御装置３
０には操舵アクチュエータ４０、ブレーキアクチュエータ、アクセルアクチュエータ、変
速手段４４、ＰＴＯ入切手段４５、クラッチアクチュエータ、昇降アクチュエータ２５等
と接続されている。
【００６４】
　また、自律走行作業車両１の走行状態や作動状態を監視するために、自律走行作業車両
１の走行速度を速度センサ２７で検知し、回転数センサ６１でエンジン回転数を検知し、
検知した値をそれぞれ表示手段４９及び遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示
する。また、カメラ４２で撮影した映像が遠隔操作装置１１２に送信されてディスプレイ
１１３に表示され、機体前方や作業機や圃場の状態を見ることを可能としている。
【００６５】
　また、遠隔操作装置１１２の記憶装置には作業データが記憶される。作業データとして
は、例えば、圃場の位置や作業日を記憶したり、その圃場に設定した走行経路Ｒにおける
作業済位置を記憶したり、施肥作業では肥料の種類や単位面積当たりの施肥量を記憶した
りする。
【００６６】
　以上説明したように、圃場Ｈの一端（作業開始位置Ｘ）から他端（作業終了位置）にか
けて自律走行作業車両１を走行させて圃場面作業を行うために、衛星測位システムを利用
して自律走行作業車両１の位置を把握して、自律走行作業車両を自動的に走行して作業さ
せる走行経路Ｒの設定方法であって、機体の前後長を入力する行程と、作業機の幅を入力
する行程と、作業機と作業機の幅方向のオーバーラップ量を入力する行程と、圃場外周の
変曲点に作業車両を順次位置させて、各位置で衛星測位システムを利用して機体の位置を
測位する行程と、圃場内での作業範囲を設定する行程と、出入口Ｅを設定する行程と、作
業開始位置Ｘと作業終了位置を設定する行程と、基準走行開始方向を設定する行程と、作
業範囲の両端に枕地ＨＢを設定する行程と、圃場内での走行経路Ｒを設定する行程とが行
われるので、作業車両の諸元（スペック）より容易に得られる長さを入力して、圃場内を
移動させて容易に測位でき、走行経路Ｒが容易に得られる。
【００６７】
　また、前記枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業機幅（Ｗ１＋Ｗ２）の整数倍とするので、枕地設定
を容易に行える。また、前記枕地ＨＢの幅Ｗｂは作業機を装着した状態の自律走行作業車
両１の最小旋回半径Ｌ３より大きく設定するので、枕地で切り返すことなく旋回でき作業
効率を低下させることがない。
【００６８】
　こうして、作業走行経路Ｒを作成した後、作業を開始する。この作業を開始するために
オペレータは自律走行作業車両１を運転して作業開始位置まで移動させる。このとき、Ｇ
ＰＳにより測位した現在位置は地図上で表示されるが、作業開始位置Ｘに正確に移動させ
ることは難しいため、図１３に示すように、自律走行作業車両１を作業開始位置Ｘへ移動
させているときに、音や表示手段でガイドできるようにしている。例えば、作業開始位置
Ｘに近づいていることを段階的に音の変化で知らせるようにする場合、作業開始位置Ｘま
で遠い場合は、小さな音としたり、断続音の間隔を長くしたりし、作業開始位置Ｘに近づ
くほど大きな音としたり、断続音の間隔を短くするのである。そして、作業開始位置Ｘに
入ると、音質を変えたり連続音とするのである。なお、距離だけでなく方向も音でガイド
することも可能である。また、表示手段（ディスプレイ１１３）で作業開始位置Ｘにガイ
ドする場合には矢印等で表示するのである。
【００６９】
　そして、制御装置３０は次のような制御を行う。すなわち、図１０に示すように、自律
走行作業車両１と随伴走行作業車両１００をそれぞれ圃場内の作業開始位置に配置し、オ
ペレータは随伴走行作業車両１００に乗車し（オペレータが遠隔操作装置１１２を携帯し
て自律走行作業車両１と随行することも可能）、遠隔操作装置１１２をスタンバイ状態に
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操作する。このとき、随伴走行作業車両１００の遠隔操作装置１１２と自律走行作業車両
１の制御装置３０が通信可能に接続されているか（通信異常があるか）判断する（Ｓ１）
。つまり、送受信機１１０・１１１を介して通信可能であるか判断し、作業時に遠隔操作
装置１１２により遠隔操作ができ、監視できるようにする。接続されていないと電源の確
認や無線の状態等をチェックし、接続設定を行う（Ｓ２）。なお、接続されていない場合
は通信異常であり、断続や通信妨害も含む。通信異常がある場合にはその異常内容がディ
スプレイ１１３に表示される。接続されていると、オペレータが作業開始の操作を行う。
【００７０】
　この作業開始手段の操作により制御装置３０は、ＧＰＳからの信号により、作業車（自
律走行作業車両１）の現在位置を測位しディスプレイ１１３に現在位置と、作業開始位置
と、作業進行方向等の位置情報を表示する（Ｓ３）。なお、現在位置と作業開始位置と作
業進行方向と圃場形状等は切り替えないかぎり常時（言い換えれば、マップ表示のとき）
ディスプレイ１１３に表示される。また、この測位したときの基準局と、作業範囲ＨＡま
たは走行経路Ｒを作成したときの基準局とが異なる場合は、基準が異なり位置がずれる可
能性があるため自律走行の開始を許可しない。
【００７１】
　そして、このとき自律走行作業車両１が作業開始位置に位置しているか、つまり、作業
開始位置から設定範囲内に位置しているか判断する（Ｓ４）。この「設定範囲内に位置し
ているか」は、測位した自律走行作業車両１の現在位置が設定した走行経路Ｒの作業開始
位置から設定範囲（設定距離）内に位置しているか、であるが、自律走行作業車両１（送
受信機１１０）と遠隔操作装置１１２（送受信機１１１）との間で通信が途絶えない距離
の範囲内に位置しているか、または、自律走行作業車両１（送受信機１１０）と遠隔操作
装置１１２（送受信機１１１）との通信レートのレベルが設定値以上の範囲内に位置して
いるか、を更に加えてもよい。また、ＧＰＳの信号に異常があると測位できないので、こ
の場合のＧＰＳの信号強度が設定範囲内か、も判断に加えてもよい。また、随伴走行作業
車両１００にＧＰＳが搭載されている場合には、随伴走行作業車両１００がスタンバイ位
置に位置しているかも判断に加えてもよい。該スタンバイ位置は随伴走行作業車両１００
の作業開始位置ではなく自律走行作業車両１が作業を開始した後に遅滞なく作業を開始で
きる近傍である。
【００７２】
　自律走行作業車両１が設定範囲内に位置していないと判断すると、自律走行の開始を許
可せず、オペレータが自律走行作業車両１を運転して作業開始位置Ｘに移動する（Ｓ５）
。設定範囲としては、例えば、作業開始から数メートル走行することで正規位置に入り容
易に修正できる範囲や随伴走行作業車両１００による作業に影響を与えない範囲とし、作
業残しの範囲をできるだけ小さくする。なおこのとき、作業を行うように設定された圃場
であるかも同時に判断できるので、作業する圃場でない場合も自律走行は開始されない。
また、設定範囲外に位置していても、走行及び作業を開始できるが直ぐに停止する制御と
することもできる。これにより、走行部や作業機が正常に作動することが確認でき、その
他の問題が発生していることが理解できる。
【００７３】
　次に、走行経路Ｒ上で自律走行作業車両１の最大占有領域Ｑが圃場外と重複していない
か判断する（Ｓ６）。つまり、自律走行作業車両１の機体は圃場Ｈ内の設定範囲内（作業
開始位置Ｘや走行経路Ｒ）に位置していても作業機（ロータリ耕耘装置２４）の後端や側
端が圃場Ｈ外に位置しているときがあるので、この場合自律走行は開始しない。自律走行
作業車両１の最大占有領域Ｑが圃場内に位置していると、自律走行作業車両１の進行方向
と設定された進行方向が設定範囲内に位置しているか判断し（方位センサ３２で検知した
方位と設定進行方向方位を比較し）（Ｓ７）、設定範囲内に入っていないと自律走行の開
始を許可せず、オペレータが自律走行作業車両１の進行方向を調整する（Ｓ５）。設定範
囲内の進行方向は、例えば、走行経路Ｒの設定進行方向の中心から左右２０度以内として
、走行開始から数メートル程度で設定進行方向に修正できる範囲とする。
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【００７４】
　次に、自律走行作業車両１に異常がないか判断する（Ｓ８）。異常があるとどのような
異常であるか表示して（Ｓ９）作業は開始せず、異常の修復を行う（Ｓ１０）。異常とし
て例えば、エンジンがエンストしたり、油温や水温が上昇したり、電気系統が断線したり
短絡したり、作業機が作動しない場合、自律走行作業車両１のドアが閉まっていない（セ
ンサで検知）場合、オペレータが遠隔操作装置１１２を注視していない（離れている）場
合等である。なお、遠隔操作装置１１２を注視していない（離れている）かの判断は遠隔
操作装置１１２に備えるカメラやタッチセンサ等で検知して判断する。異常がない場合に
は、エンジン３が始動しているか判断し（Ｓ１１）、始動していないと自律走行は開始さ
れず、オペレータが自律走行作業車両１に乗り始動操作を行う（Ｓ１２）。始動している
と、自律走行及び作業が開始される（Ｓ１３）。なお、前述の開始条件が整っているかの
判断時において、完了する毎に一つずつ表示を変えるようにすることも可能である。また
、作業車両が電動駆動の場合は、バッテリから電動モータに電力が供給可能な状態になっ
ているかを判断する。
【００７５】
　自律走行作業時においては、作業が終了したか判断する（Ｓ１４）。作業が終了すると
、自律走行作業車両１の走行が停止されて終了となる（Ｓ１５）。終了ではないとき、作
業が途中で中断されたか判断する（Ｓ１６）。なお、中断条件は後述する。中断条件が発
生しない場合は自律走行作業を続行し、作業を中断した場合は、その中断した位置が記憶
装置３０ａに記憶される（Ｓ１７）。中断時においては作業が再開できるか判断する（Ｓ
１８）、再開するとなると中断した時の位置が再開始位置として表示され（Ｓ１９）、ス
テップ１に戻る。なお、中断後に再開する位置は、前記中断位置と別の作業開始位置と選
択できるようにすることもできる。また、再開する時に燃料補給や修理等で別の位置に移
動した時は、自動で再開位置まで自律走行作業車両１を移動させるように制御することも
可能である。
【００７６】
　以上のように、スイッチ等で作業開始操作が行われて、自律走行作業車両１により作業
を開始する場合、前記制御装置３０は、自律走行作業車両１が作業開始位置に位置したと
きに、現在位置が設定走行経路Ｒの作業開始位置Ｘから設定範囲以上離れた場合、作業開
始を許可しないように制御するので、作業開始位置Ｘでの未作業域が大きくなることを防
止し、設定範囲内の多少の位置ズレであれば設定走行経路Ｒへの復帰が迅速に行える。ま
た、前記制御装置３０は、自律走行作業車両１の走行及び作業を制御する第一制御装置３
０１と、走行経路Ｒを演算し記憶する第二制御装置３０２からなり、第一制御装置３０１
は自律走行作業車両１に備えられ、第二制御装置３０２は自律走行作業車両１または遠隔
操作装置１１２に備えられるので、平行（分散）して演算（制御処理）ができるようにな
り、制御負担が小さく演算（制御）を速くできる。また、第二制御装置３０２を遠隔操作
装置１１２に設けると、機体から離れた家等で設定作業ができるようになる。
【００７７】
　また、制御装置３０は作業開始位置Ｘにおいて、進行方向が設定範囲外に向いていると
自律走行の開始を許可しないように制御するので、意図しない方向に走行したり、畦や他
の障害物に当接したり、大きく曲がった作業跡となることがない。
【００７８】
　また、制御装置３０は自律走行作業車両１に異常が発生した場合は自律走行の開始を許
可しないように制御するので、異常があるまま作業を開始して、機体やエンジンや作業機
等を傷めることがない。また、自律走行作業車両１の制御装置３０は遠隔操作装置１１２
と送受信機１１０・１１１を介して接続されていない（通信異常の）場合は自律走行を許
可しないように制御するので、遠隔操作装置１１２による操作が確実に行え、自律走行作
業車両１の状態も容易に認識できる。また、制御装置３０は作業が中断されると、中断位
置を記憶し、再度作業を開始するときはその中断位置を作業再開始位置とし、表示手段４
９やディスプレイ１１３にその位置を表示するので、中断後の作業開始の位置合わせが容
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易に行え、作業が途切れることを防止できる。
【００７９】
　そして、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００とにより作業が行われている途
中において、次のような条件となると自律走行を停止して作業を中断させる。つまり、図
１１に示すように、自律走行作業車両１と随伴走行作業車両１００とによる併走作業時に
おいて、制御装置３０はＧＰＳ信号が異常であるか判断する（Ｓ２０）。制御装置３０は
自律走行作業車両１の現在位置を検知するために、複数のＧＰＳ衛星３７・３７・・・か
らのＧＰＳ信号を受信しているが、ＧＰＳ信号のレベルが低くなったり途切れたりして異
常値となると、現在位置が把握できなくなり、設定した経路を走行できなくなる。よって
、ＧＰＳ信号が異常となると自律走行を停止させ（Ｓ２１）、中断状態となる。なお、「
ＧＰＳ信号の異常」は、衛星測位システム（ＧＮＳＳ）に関わる衛星からの信号を受信し
ている衛星数を検出し、その受信している衛星数が所定の衛星数以下となることや、受信
している衛星からの信号強度が所定の強度以下となることや、受信している衛星の信号の
波形が所定の波形以外になることや所定の周波数以外の周波数に変化することや信号が途
切れることや、受信している複数の衛星の方位が所定の方向に偏ったことも含まれ、これ
らの場合も自律走行を停止させる。この停止時に表示手段となる遠隔操作装置１１２のデ
ィスプレイ１１３及び随伴走行作業車両１００の表示手段４９には走行を停止した原因を
表示して警報を発する（Ｓ２２）。
【００８０】
　また、ＧＰＳにより検知した自律走行作業車両１の実位置（測位位置）と設定した走行
経路Ｒとを比較し（Ｓ２３）、実位置が走行経路Ｒから設定した距離以上逸脱すると、自
律走行を停止させる（Ｓ２１）。なお同時に、随伴走行作業車両１００の実位置と設定走
行経路とを比較して設定範囲以上逸脱した場合、または、自律走行作業車両１と随伴走行
作業車両１００との位置関係が設定範囲以上逸脱した場合も自律走行作業車両１の走行を
停止させるように制御することも可能である。つまり、設定走行経路からズレて未作業部
分や不要な重複部分ができることを防止し、また、自律走行作業車両１が随伴走行作業車
両１００から設定範囲以上離れて、遠隔操作装置１１２からの信号が届き難くなったり、
作業者の監視範囲から外れたりすることを防止する。また、作業中にステアリングハンド
ル４の操舵方向を検知する操向センサ２０の出力値が正常の範囲内か判断する（Ｓ２４）
。例えば、断線やショート等の原因により異常な値を検出した場合急旋回してしまうので
、異常な値でないかを検出し、異常値であると走行を停止させる（Ｓ２１）。
【００８１】
　また、姿勢を検知するジャイロセンサ３１と方位を検知する方位センサ３２の出力値が
正常の範囲内か判断する（Ｓ２５）。異常値であると走行を停止させる（Ｓ２１）。なお
、デッドリコニングの方策による異常がないかも判断してもよい。例えば、慣性航法も適
用している場合には、車軸（走行輪）の回転数センサ等の慣性航法に関わるセンサ値に異
常がないかも判断する。また、燃料残量が設定量以下になったか判断する（Ｓ２６）。燃
料残量が設定量以下になると走行を停止する（Ｓ２１）。但し、設定値は任意に設定でき
るようにしている。こうして、作業途中で燃料補給をする必要がなく、作業途中で燃料が
なくなることによって動けなくなることを防止し、エンジンを傷めることもない。また、
燃料残量を求める代わりに、エンジン回転数や負荷や作動時間等から燃料消費量を積算し
、所定の積算値を越えると停止するように制御することも可能である。この場合燃料給油
量または残量を入力しておく。さらに、その他機体等に異常が発生した場合（Ｓ２７）に
も走行を停止して中断させる（Ｓ２１）。その他の異常としては、エンジンが正常に回転
しない場合や、機体に異常振動が発生した場合や、作業機が作動しない場合や、スリップ
して車軸の回転と走行移動距離の差が所定の範囲を越えた場合や、キャビン付の場合ドア
が開いた場合や、遠隔操作装置１１２と通信できなくなった場合や、遠隔操作装置１１２
をオペレータが携帯して操作するモードで遠隔操作装置１１２がオペレータから離れた場
合等であり、これらの場合も中断させる。遠隔操作装置１１２がオペレータから離れたこ
とを検知するには、例えば、遠隔操作装置１１２の衝撃加速度を検知して設定値以上とな



(37) JP WO2015/119266 A1 2015.8.13

ったときや、遠隔操作装置１１２の姿勢を検知して異常な姿勢（裏向きや上下逆）となっ
た場合や、遠隔操作装置１１２にカメラを付設して顔認識機能を付加して一定時間以上オ
ペレータを認識できない場合や、人感センサを設けて携帯者を検知できない場合等におい
て走行を停止させるのである。
【００８２】
　上記中断が発生しない場合は自律走行が続行される（Ｓ２８）。走行を停止した場合に
おいては（Ｓ２１）、中断の原因を表示して警報を発すると（Ｓ２２）、オペレータは随
伴走行作業車両１００の作業を停止して、中断の原因を解消する作業を行い、中断が解消
する（Ｓ２９）と、自律走行を再開させる（Ｓ２８）。なお、自律走行を再開させる場合
、自動的に再開させることも、監視者の確認後に再開させるようにすることもできる。監
視者の確認は、遠隔操作装置１１２に設ける各項目の確認スイッチや再開スイッチ等の操
作で安全や、故障や異常の解消等を確認し、その後、再始動を行う。更に、作業を再開す
る場合には、予告として音を発したり発光させたりして、再開を周囲に認識させるように
する。
【００８３】
　前記走行を停止させる手段は、ブレーキに加えて、油圧式無段変速装置を用いている場
合には、変速手段４４を中立として走行を停止する。つまり、油圧式無段変速装置（ＨＳ
Ｔ）を用いた変速装置の場合には、ソレノイドやモータで構成した変速手段を作動させて
可変容量油圧ポンプの可動斜板を中立位置に移動させるのである。また、電動モータを用
いて走行駆動している場合には、出力回転がゼロとなるように制御することで停止させる
。こうして、傾斜地での作業において走行を停止した場合でも傾斜に沿って下りないよう
にしている。
【００８４】
　また、前記走行を停止させる手段は、歯車摺動式変速装置やパワークラッチ式変速装置
やベルト式無段変速装置等を用いる変速装置では、エンジン３の出力軸とミッションケー
スの入力軸との間に配置したメインクラッチをオフとして走行を停止しブレーキを作動さ
せる。こうして、傾斜地で走行を停止した場合でも傾斜に沿って下りないようにしている
。
【００８５】
　前記走行を停止したとき、ＰＴＯ入切手段４５を作動させてＰＴＯクラッチをオフとし
て作業機の作動を停止させるとともに、エンジン３の回転数をアイドル回転まで低下させ
る。こうして、不意に急な動きが生じることがなく作業面を荒らすことを防止している。
但し、走行停止時のエンジン回転数は任意に設定可能としている。
【００８６】
　また、自律走行作業車両１が作業中に負荷の増加等によりエンストが発生して停止した
場合には、オペレータは作業を中止して自律走行作業車両１に搭乗する。そして、エンジ
ンを再始動させて、負荷が上昇した原因を回避する操作を行う。例えば、作業機を上昇さ
せたり変速位置を下げて低速走行させたりする。そして、高負荷域を回避して通過させる
と通常の作業を再開させる。
【００８７】
　上記のように前記制御装置３０は、ＧＰＳ衛星（航法衛星）３７からの信号が異常とな
ると、自律走行を停止するように制御するので、設定走行経路Ｒから大きく外れる前に停
止して、作業精度が悪化することを防止できる。
【００８８】
　また、制御装置３０は設定走行経路Ｒに対して実位置が設定範囲以上逸脱すると走行を
停止するように制御するので、設定走行経路Ｒから大きく外れる前に停止して、作業精度
が悪化することを防止でき、深くはまり込んだり障害物に乗り上げたりして身動きができ
なくなることも防止できる。
【００８９】
　また、制御装置３０は操向センサ２０からの検出値が異常な値（例えば、検出値が変化
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しない場合や変化が大き過ぎる場合や検出可能範囲を越える値が出力された場合等）とな
ると走行を停止するように制御するので、操向センサ２０の検出値が異常のまま操舵アク
チュエータ４０を作動させて、意図せぬ方向へ進行することを防止できる。また、制御装
置３０は姿勢・方位を検知意するジャイロセンサ３１と方位センサ３２の検出値と目標値
との差が設定値以上となると走行を停止するように制御するので、意図しない方向に進行
することを防止できる。
【００９０】
　また、制御装置３０は、前記走行を停止すると、その原因を随伴走行作業車両１００に
備える遠隔操作装置１１２に送信し、遠隔操作装置１１２のディスプレイ１１３に表示さ
せるので、オペレータは走行停止の原因を容易に認識でき、停止の原因を解消するための
対応を迅速にできる。また、故障である場合には、メンテナンス作業車の処置も迅速に簡
単にできる。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明は、異常が発生したときに自動的に停止させることを可能とする建設機械や農用
作業車等に利用可能である。
【符号の説明】
【００９２】
　１　　　自律走行作業車両
　３０　　制御装置
　４０　　操舵アクチュエータ
　４４　　変速手段
　６０　　エンジンコントローラ
　１００　随伴走行作業車両
　１１２　遠隔操作装置
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