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情報ネットワーク対応型施設栽培管理システム
Greenhouse Control System Corresponding to Information Networks

1999年7月に制定された新農業基本法では4つの基本理念が掲げられ，これからの農業の方向が示された。基

本理念の一つとして掲げられた「農業の持続的発展」とは，環境保全型農業への移行を意味する。この新しい

課題に対して，我々が有する技術の活用場面の一例として，「情報ネットワーク対応型施設栽培管理システム」

を紹介する。

システムはパソコンにより操作監視を行い，コントローラにはFA-M3（PLC）を採用した。導入先では，省力，

高収量，高品質及び省エネなどの効果を発揮している。
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“Basic Law on Food, Agriculture and Rural Areas” was established and has been enforced since July

1999, and four basic principles of the law outline the direction of future agriculture. “Sustainable

Agricultural Development” is one of the basic principles of the new law and stipulates the shift to the

environmentally conscious agriculture. In the consideration of the new policies, we suggest our

“greenhouse control system corresponding to information networks” as an example of our technical

solutions for the environmentally conscious agriculture.

The system provides monitoring operation via personal computers by using our FA-M3 controllers

and yields good effects on laborsaving, income up, high quality and energy saving.

1. は  じ  め  に

日本農業は，食料自給率の低下，担い手の減少と高齢

化の進展，それに伴う農地面積の減少，農村の活力低下

といった時代の大きな流れの中で生じた様々な問題を抱

えながらも，期待される役割は決して少なくない。その

期待に応えるべく，38年ぶりに農業基本法が改訂され，

1999年7月に「食料・農業・農村基本法」が制定された。

新農業基本法では，基本理念として，①食料の安定供給

を確保する②農業の多面的機能を発揮する③農業の持続

的な発展を図る④農村の振興を図る，の四つが掲げられ，

これからの農業施策の方向が示された。③項の農業の持

続的な発展とは，環境保全型農業への移行を意味し，環

境保全型農業とは「農業の持つ物質循環機能を生かし，

生産性との調和などに留意しつつ，土作り等を通じて化

学肥料，農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した

持続的な農業」と位置付けられている。端的に言えば，化

学肥料と化学農薬を極力減らすということである。

その具体的推進を図るため，1999年10月には「持続性

の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」を含む

「農業環境3法」が施行され，環境保全型農業推進の法的

体制が整えられることとなる。これからの農業は，環境

保全を図りながらも良質な食料の安定的供給を実現する

という新しい課題に挑戦しなければならない。

この新しい課題に対して，我々の情報，制御，分析技術

を活用できる場面は少なくないと考えている。その一例

として，食料の安定的供給に貢献すべく大規模広域温室

栽培を対象とした，情報ネットワーク対応型施設栽培管

理システムを開発した。本システムは，ウルグアイ・ラウ

ンド対策民間委託研究テーマとして，受託し開発した。

2. 当社における施設栽培管理システム開発の背景
と経緯

システムを開発するきっかけになったのは，1974年に

納入した島根大学における温室コンピュータ制御システ

ムでの経験である。当時は，まだ今日のようにパソコン

もなく，工業用のコンピュータを駆使した大掛かりなシ

ステムであった。

1983年には日本一の高級マスクメロン生産量を誇る静

岡県のマスクメロン産地において，マスクメロン用環境

制御システムを開発した。この産地の組合は，4つの支所

に別れ，全戸数は現在約1360戸，年間の総売上げは200

億円を超える。 図1に，静岡マスクメロン産地における

温室全景と出荷直前の作物を示した。各農家は，60坪程
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度の温室を5～10棟持ち，周年出荷を行っている。

1985年には本社の屋上に実験温室スカイファームを建

設し，様々な制御アルゴリズムの開発を行った。その成

果を生かし，1986年にあらゆる作物に対応した汎用温室

環境制御システムを開発した。1989年には開発したシス

テムの実証農場として，横河グリーンファーム株式会社

を設立し，ミニトマトの生産販売を開始し，現在は主に

胡蝶蘭を生産している。図2に，横河グリーンファーム

株式会社の温室全景と開花温室内を示す。

1995年には，前述した「情報ネットワーク対応型施設

栽培管理システム」という受託テーマの開発を開始した。

また，2000年12月には民間部門農林水産研究開発功績者

表彰において，情報ネットワーク対応型施設栽培管理シ

ステムの研究開発が農林水産における研究開発に寄与し

たことが認められ，生研機構理事長賞を受賞した。

3. システムの概要

3.1 主な機能

本システムの主な機能を，以下に示す。

・温室の自動制御と操作監視を，行うことができる。

・昼間 6 分割，夜間 6 分割した換気と暖房の温度スケ

ジュールを設定することができる。

・外気温条件が昨晩と同じと仮定し，現在の温度スケ

ジュール設定における暖房機稼働時間を予測できる。

・アラームの表示，履歴，通報機能を有する。

・計測値・機器稼動状況などのデータを収集保存し，グ

ラフ表示することができる。

・収集保存データを，表計算ソフト用ファイル（CSV形

式）に変換できる。

・電話回線などを通じて，遠隔操作監視ができる。

3.2 システム構成

図3に，情報ネットワーク対応型施設栽培管理システ

ムの構成を示す。温室制御の操作監視を，パソコン（PC）

で行う。PCにおけるソフトはVB（Visual Basic）で組まれ

ており，コントローラには，当社のFA-M3（PLC）を使用

している。PCとコントローラ間の通信プロトコルには，

TCP/IPを採用した。温室制御の分野で通信プロトコル

にTCP/IPを導入したのは，当社のシステムが初めてで

ある。TCP/IPによるネットワーク化によって，コント

ローラは60台まで接続可能であり，1台のPCで最大60

棟までの操作監視を行うことができる。

試験場などの研究機関においては，研究棟内にOAネッ

トワークが構築されている場合が多いが，温室群ネット

ワークとリンクさせることにより，マスターPCと同様の

操作監視をOAネットワークからも行うことができる。ま

た，最新のIT技術を活用することにより，携帯電話から

温室の状況をモニタリングすることも可能である。

3.3 操作監視画面例

図4に，操作監視用パソコンの画面例を示す。温室状

況画面では，温室内の各制御機器の稼働状況，計測値の

図1　静岡県マスクメロン産地
温室全景（上），出荷直前のメロン（下）

図2　横河グリーンファーム㈱
温室全景（上），開花温室内（下）
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現在値などをビジュアルに把握することができる。機器

稼働状況と計測値はデータ保存され，グラフ表示画面に

て表示できる。機器稼働状況のグラフ化機能は，栽培者

が意図した制御が本当に実現されたかどうかを確認でき，

制御システムにとって必要不可欠の機能と考える。

温度スケジュール設定画面では12区分の換気温度と暖

房温度を設定でき，日射量の計測値から曇り加減を判断

し，自動的に換気温度や暖房温度を補正するいわゆる変

温管理機能もある。また，カーテン，換気窓，暖房機，ボ

イラーといった温度制御に関連する機器の動作状況を一

緒に表示させ，温度スケジュール変更の参考とすること

ができる。温度設定グラフと併せて，実際に推移した過

去24 時間の温度グラフや昨晩の暖房機稼動時間の実績

値，今晩の予想稼動時間も表示される。

4. 導  入  効  果

4.1 省力，高収量及び高品質効果の事例

静岡県のマスクメロン産地での導入効果について紹介

する。 対象温室の条件は，以下の通りである。

・労働人員は，夫婦2人。

・温室はスリークウォータ型で，棟数は5棟。

・一日当りの労働時間は10時間。

・労働時間の内訳は環境管理30％，潅水25％，栽培ベッ

ド作り10％，その他35％。

システムの省力効果を見越して温室棟数を5棟から7

棟に増やし，栽培面積は58％増となった。システムの導

入により，環境管理の30％を削減できた。導入後の温室

2棟増にもかかわらず，1日の労働時間は導入前と同じに

することができた。肉体的にも精神的にも楽になり，作

物を観察する余裕も出てきたため，以前にも増して適切

な管理をタイムリーにできるようになったとのことであ

る。例えば，消毒については，病気が発生する前の防除

的な消毒ができるなど，常に先手先手の管理を実現でき，

より高品質の作物を生産できるようになった。

このような結果，年間生産量は増棟効果もあり55％増，

図3　情報ネットワーク対応型施設栽培管理システムの構成
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図4　操作監視用パソコンの画面例
温室状況画面（上），温度スケジュール画面（下）
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品質のバロメータである箱単価については，13％増とす

ることができた。これは，コンピュータによる緻密な環

境制御による効果と言える。さらに，粗収益は76％増，所

得は90％増とすることができ，コンピュータ導入と温室

の増棟費用を予定より早く償却できたと聞いている。

4.2 ボイラーの省エネ運転効果の事例

対象温室の条件は，以下の通りである。

・温室数9棟，延べ温室面積810 m2。

・栽培作物は，キュウリ，メロンなど。

・暖房は，温水管方式でボイラーの使用燃料はLPG。

温室は，作物の生育のために太陽光を最大限取り入れ

る構造を取っており，他の建築物と同じような断熱構造

を取ることができない。このことから，通常の建物と比

べて外部の気象条件によって，大きく暖房負荷が変化す

る。季節だけでなく，時刻によっても刻々と変化する。例

えば，冬の寒い日でも，晴天日であれば太陽光の入射に

よって日中の温室内の温度は相当上昇し，暖房は必要な

く，むしろ窓を開けて温度を下げることが必要である。

入射日射量の減少と伴に室内温度は下がり，日没頃には

暖房が必要になってくる。

このような気象条件による負荷変動に応じて温湯温度

を適応制御することにより，省エネ運転を実現した。ボ

イラー係数と最低湯温温度から，ボイラー目標湯温を，

以下の式（1）にて算定する。

「ボイラー目標湯温」＝「最低湯温温度」＋（「暖房温度」－

「外気温度」）×「ボイラー係数」……………（1）

暖房負荷に応じて湯温をきめ細かく調節することによ

り，配管途中における熱損失を削減し，また湯温が不必

要に高いことによるオーバーシュートを未然に防止する。

最低湯温温度を設定するのは，ボイラー湯温の低下によ

るボイラーの低温腐食を防止するためである。

図5に，ボイラー湯温制御を取り入れた場合の省エネ

効果の事例を示した。本システムを1998年より導入し，

ボイラー湯温制御を開始した。それまでは，ボイラーの

湯温を62℃に一定にしていた。ボイラー湯温制御をして

いない前年の1997年と，ボイラー湯温制御を行った1998

図5　省エネ効果の事例

年と1999年において年間LPG消費量を算定しグラフ化

した。ボイラー湯温制御をしていない年間LPG消費量を

100とした場合，1998年の相対値は79，1999年の相対値

は64と 21～ 36％の削減効果が認められた。

5. これからの施設栽培

施設栽培は，面積当たりの収益を最大にするため，エ

ネルギー，潅がい水，肥料，農薬および労働力を効率的

に投入する集約的農業として発展普及してきた。近年は

その閉鎖系としての特長を活かして化学農薬に代わる天

敵による生物防除や，液肥の再利用型養液栽培装置を組

み合わせることにより，環境保全型農業へ転換する研究

も進められ，再度注目されている。

養液栽培では，連作障害回避のために使用される土壌殺

菌材や除草剤といったものが不要となり，さらに再利用型

であれば，養分流出をかなり減らすことが可能となる。再

利用型養液栽培装置では，病害防除のため給液後の余剰排

液を回収して殺菌する必要があることから，熱，オゾン或

いは紫外線による殺菌装置の研究も進められてきた。

1999年2月に肥料成分として使用される硝酸性窒素な

どが水質の環境基準（健康項目）へ移行され，今後，環境

基本法に基づく常時監視が開始されることになっており，

再利用型養液栽培の普及は，今後益々増えていくものと

考える。

今後の課題としては，個人情報に留まらず地域，農協，

農業試験場，大学などとのインターネットを介しての情報

の共有化，知識データベースの構築などが重要である。

6. お  わ  り  に

情報ネットワーク対応型施設栽培における，当社の取

り組みおよび今後の課題について紹介した。今後，環境

保全型農業への関心は，最近のBSE問題や食品偽造表示

問題等の食品の安全性に対する関心とも相まって，益々

高まるものと考えられる。

当社のセンサ，分析，制御技術を通じて，高安全・高

品質の栽培プロセスを構築すると共に，情報ネットによ

り，生産から流通・消費までを視野に入れた生産コスト

の低減に寄与して行きたい。
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