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はじめに

ガラス温室・ハウス，養液栽培システム等を組み合わせ

た施設園芸生産では，植物体地上部・根圏の環境を，屋外

圃場より比較的自由に制御して，思い通りの品質の植物を

生産することが可能である．また，建屋や栽培ベッドによっ

て内外が明確に区分されているので，物質やエネルギの外

界との出入りを厳密に管理することも可能である．しかし，

制御・管理すべき項目は極めて多く，しかも，これらは複

雑に関係している．日本において，競争力強化のため，園

芸施設の大型化，植物工場生産を標榜した周年生産化，コ

スト低減と生産性向上の要望が近年大きくなっている．し

たがって，一植物生産分野として今後も生き残っていくた

めには，一個人・一家族が人手で対応できるレベルでは既

になくなりつつある．つまり，低コストで高速・大量の情

報処理が可能な ICT を，生産管理，意思決定支援に積極

的に使っていかなくてはならない状況である．

ユビキタス環境制御システムは，ガラス温室・ハウス内

の各種機器を低コストにインテリジェント化し，それらを

LAN でつないで，自律分散的に計測制御する技術である．

これらは，インターネットで使用されている通信規格と同

じ規格で動作するように設計されているので，PC，携帯

情報機器等の各種アプリケーションソフトウェアとの連携

も容易である．本システムを導入することによって，施設

園芸生産システムを資材調達，労務管理，出荷販売，経営

管理，安全安心の各 ICT システムと連携させることも可

能になる．2006年3月に開発がほぼ終わり，実用化のフェー

ズに入ってから 2 年強が経過し，各種のユビキタス環境制

御システム対応機器が開発されると共に，生産施設への導

入が徐々に進んでいる．

本稿は，ユビキタス環境制御システムの特徴と現状につ

いて，農業情報的な側面から解説するために，末尾の参考

文献で言及した内容を再構成し，まとめたものである．

ユビキタス環境制御システム（UECS）とは何か

ユビキタス（ubiquitous）という語は， 近よく耳にす

る言葉である．コンピュータ関連での使用の始まりは，

1993 年にゼロックスのウェイザー氏が論文で，「ユビキタ

ス・コンピューティング」という語を使用したことに遡る．

これは，ワンチップマイコンに代表される低コスト小型コ

ンピュータをあらゆる機器や場所に内蔵して相互に通信で

きるようにして，我々の生活に革新的な変化をもたらそう

という提案である．この発想を施設園芸の環境制御システ

ムに導入し，どの環境制御機器やセンサにもコンピュータ

を内蔵しており，それらが自律的にしかも協調して環境制

御をするようにしようと考えたのが，ユビキタス環境制御

シ ス テ ム で あ る． そ の 英 文 表 記 で あ る Ubiquitous 
Environmental Control System の頭文字 UECS をとり，「ウ

エックス」と発音する．
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これまでは，1 個数百円程度のワンチップマイコンを 1
個だけ使用し，それが内蔵された多数のスイッチのついた

制御盤様の高価な筐体に収めたものを，環境制御専用コン

ピュータとして 1 台数十万円～百万円程度で製品化してい

た．これが温室コンピュータと呼ばれる従来型の集中型環

境制御システムの心臓部である．このようなシステムでは，

図 1 の上で示した通り，一箇所にある温室コンピュータに，

施設の全ての機器とセンサの電力線と信号線を配線する必

要があった．しかも，様々な規格の種々雑多な種類のケー

ブルを広い温室内に配線工事し，さらに，個別設計の複雑

な電力盤やインターフェース盤の製作･設置工事を行うこ

とが必要であった．そして，温室コンピュータは，できる

だけ多くの種類の温室に 1 機種だけで導入できるようにし

たいという製造会社の思惑のために，入出力点数や制御機

能が，導入可能な園芸施設に設置される全ての機器の上限

仕様に合わせて設計されている．このため，多くの施設で

はオーバースペックになってしまっていた．反対に，その

仕様で定められた接続可能機器・センサの点数が 1 点でも

超過すれば，1 ランク上の温室コンピュータに全交換する

しかなかった．結果的に，低コストで製品化することが難

しい特徴を持っていた．

市場規模を考えない参入企業の乱立で量産効果が得られ

ずに価格が安くならず，ハードウェア中心の開発で生産に

有益なアプリケーションソフトウェアが貧弱になってし

まった．そして，扱う情報の共通規格化を積極的に行わな

かったため，栽培，労務管理，経営等の電子システムと連

携させて，生産性・収益性の向上に結びつけることができ

ず，単に環境制御の面だけでコストパフォーマンスを満足

できる，大面積・重装備の施設のみの導入に留まってしまっ

た．その結果，コンピュータを用いた施設園芸用環境制御

システムの普及が始まったのは，日本では 1980 年代の前

半からであったにもかかわらず，その普及面積は，20 年

余が経過した 2003 年で 557 ha，率にしてわずか 1.08％で

あった．つまり，園芸施設のトップ約 1％の導入に留まっ

てしまっていたのであった．

日本における床面積 5,000 m2 以上のガラス室・ハウスは，

僅か 1,703 棟，全棟数の 0.15％しか設置されていない．欧

米の園芸施設と比較して，日本の施設規模はまだ小さいの

が現状である．このような日本の状況で，前述した開発実

用化戦略の環境制御システムが成功することはきわめて難

しかった．事実，多数あった日本の製造会社，機種は激減

しており，現状では，耐用年数経過後の買い替え需要にさ

え対応することができず，一時代前の個別の制御装置に戻

してしまっているケースすら珍しくない．導入の必要性が

極めて高い，1 ha 以上の施設に対応する環境制御システム

についても，製造会社の体力の消耗から新規の製品開発が

ほとんどなされておらず，海外製造会社の独壇場になって

しまっている．このような問題点を解消し，規格化，電子

化，低コスト化に寄与する新システムについて議論を重ね

た結果，自律分散型にするしかないという結論になった．

つまり，組み込み用コンピュータと呼ばれる低価格小型の

コンピュータ（図 2）を機器・センサに内蔵し，その機器

･センサに固有の計測制御を行わせる．そして，組み込み

用コンピュータを園芸施設内コンピュータネットワーク

（LAN）で相互に接続し，他の機器･センサに関する情報

が必要であれば，これを用いて通信する．このような，機

器・センサに組み込み用コンピュータを内蔵した装置を，

ノード（node）と名付けた．こうして，コンピュータによ

る環境制御システムが温室内に遍在するようになるので，

これをユビキタス環境制御システム（UECS）と名付けた

のである．

図 1　従来の環境制御システムとユビキタス環境制御シス

テム（新システム）の構成の違い（林ほか，2004）

図 2　UECS 用に開発された低コスト組み込み用コン

ピュータ基板（USE）（星，2006b）
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UECS の自律分散協調のための通信方式

UECS の開発にあたり，まず，ノードを接続する LAN
の通信方式に何を採用するかが大きな問題であった．施設

園芸における分散型制御システムの 初の事例として採用

された LonWorks，農業機械分野で利用が提唱されている

乗用車系の Can，計測制御で使用される DeviceNet，
FieldBus などを検討した．しかし 終的に，規格がオープ

ンであり，極めて小さな投資で開発可能な規格として，イ

ンターネットで広く使われる Ethernet（IEEE 802.3）が，

規格のオープン性，対応部品の価格，規格の継続性，通信

速度などの点で，今回の開発目的と も良く合致している

と考え，この規格の採用を 有力として検討した．開発に

着手した時点で，「パケット制御に CSMA/CD を使用して

いて制御に使うには即時性・信頼性が低い」，「プロトコル

やソフトウェアツールが公開されていて安全性に問題があ

る」などの異論が共同研究企業から続出し，激論を重ねた．

Ethernet によるネットワークの負荷試験，数ヶ月の長期

動作試験などを実施し，UECS の通信規格として大きな問

題が出なかったので，結局，異論を押し切って Ethernet を
採用した．後述する野菜茶業研究所での実証試験システム

では，市販の安価なネットワークカメラや農業センサーグ

リッドとして注目されているフィールドサーバなども

UECS 用の温室 LAN に接続して共存でき，また，連携し

た動作も可能など，デファクトスタンダードになっている

Ethernet を採用したことによって，結果的に大きなアドバ

ンテージがあったと考えている．また，インターネットに

接続して PPTP，PacketiX（SoftEther）などの VPN 技術を

利用したノードの遠隔保守なども，汎用のソフトウェアを

そのまま使用して容易に実現できた．残された規格の問題

点としては，有線での接続は 10Base-T を用い，トポロジー

がスター型のため，ノード増設時に HUB や新たな配線が

必要になることである．これに対して，カスケード接続可

能なように，組み込み用コンピュータにネットワークを 2
ポート用意することも検討している．

Ethernet を介して行われるノード間の計測制御の通信規

格には，XML と UDP・TCP/IP という一般的な通信プロト

コ ル を 使 用 し た 共 用 通 信 子（Common Corresponding 
Message: CCM）を使って行う．共用通信子の例を図 3 に

示した．図 3 では，1 号温室の区画 2 の標準的な優先順位

の気温センサの計測値が 18.3°C であることを示している．

UECS のノードは，相互に CCM を交換し協調して計測制

御をおこなう．また，LAN に接続されたパソコン等から，

この CCM を送受信することで，UECS と連携することは

容易である．このほかにも，利用者が Web ブラウザを使

用してノードを直接呼び出し設定等を行うための HTTP の

プロトコルも用意されている．

UECS で規格化されている通信プロトコルを表 1 に示し

た．現場での設置工事において，パソコン等を使ったノー

ドの関連付け設定作業は，煩雑で手間もかかるのでできる

だけ避けたい．そこで，UDP のブロードキャストパケッ

トを多用するとともに，図 2 でも判る通り USE に DIP ス

イッチを設けた．DIP スイッチの設定だけで，小規模な施

設での複数ノードの系統割付作業等がパソコン無しで実施

できるようにした．しかし，ブロードキャストパケットは，

ネットワークのセグメント（サブネット）を越えて伝達で

きないので，多棟の大規模施設で屋外気象ノードからの

CCM を共有する場合などに使用するための，CCM のゲー

図 3　CCM パケットで通信される内容例

表 1　UECS で採用されている通信規格（一部）（星，2007a）

プレゼンテーション層 セッション層 トランスポート層 ネットワーク層 内容

CCM レベル A（XML） データ送信 CCM UDP Port:16520 IP ブロードキャスト 定時 CCM 通信

CCM レベル B（XML） データリクエスト CCM UDP Port:16520 IP ブロードキャスト 必要時 CCM 通信

データ送信 CCM UDP Port:16520 IP ブロードキャスト

CCM レベル C（XML） データリクエスト CCM UDP Port:16520 IP ユニキャスト 必要時特定ノード CCM 通信

データ送信 CCM UDP Port:16520 IP ユニキャスト

データ受け取り CCM UDP Port:16520 IP ユニキャスト

CCM サーチ（XML） 提供者サーチ UDP Port:16521 IP ブロードキャスト CCM 提供者検索

提供者応答 UDP Port:16521 IP ブロードキャスト

ノードスキャン（XML） ノードスキャン要求 UDP Port:16529 IP ブロードキャスト 存在ノード検索

ノードスキャン応答 UDP Port:16529 IP ユニキャスト

要求スキャン（XML） 要素スキャン要求 UDP Port:16529 IP ユニキャスト 特定ノード送信 CCM 一覧

要素スキャン応答 UDP Port:16529 IP ユニキャスト

Web ページ（HTML, CGI） HTTP TCP Port:80 IP ユニキャスト ノードの設定，動作監視
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トウェイやブルータなどの開発にも着手している．また，

ノードの監視，設定は HTTP を採用したので，一般の Web
ブラウザを使用するだけで，特別なソフトウェアは不要で

ある．

各ノードは，次の（1）～（3）の優先順位で階層的に動作

させるべきであると規格化されている．ここで送信される

指定された強制動作とは，運転停止，制御設定値，参照す

べき計測値などである．

（1）強制制御：この CCM を受信すると指定された強制動

作を行う．受信後 3 秒を経過すると解除される．手動自

動切換えスイッチノードや遠隔操作などで使用する．

（2）上位制御：この CCM を受信すると指定された強制動

作を行う．受信後 3 分を経過すると解除される．パソコ

ンによる複合環境制御ソフトウェアによる分散動作など

で使用する．

（3）自律制御：（1）（2）の CCM を受信していない場合は，

ノードに内蔵されたソフトウェアによって自律的制御を

実施する．ただし，制御に必要な計測値などは，CCM
から入手する．

この仕組みにより，軽装備施設では，（3）の動作でノー

ドの組み合わせだけでパソコン不要の自律制御が低コスト

で可能である．一方，多数の機器を協調させた植物工場な

どの高度な生産施設における複合環境制御の実現は，パソ

コンで制御アルゴリズムに基づいて（2）の CCM を送出す

るソフトウェアを開発するだけでよい．このため，安価な

パソコンが一台あれば複合環境制御の専用ハードウェアは

不要で，単なるパソコンのアプリケーションソフトウェア

として開発，流通が可能である．さらに，利用者は，施設

内の任意の場所で，携帯している手動自動切換えスイッチ

ノード等を LAN に接続し，（1）の CCM を送出するだけ

で任意のノードを遠隔操作することができる．これは，機

器の設置調整などに威力を発揮する．さらに，タイムアウ

トにより，何らかの障害によって上位制御が不能になって

も，自律制御に自動的に戻って 低限の制御が継続される

ので，安全性が高い．

汎用機器の利用とソフト開発の容易さ

施設園芸の各種機器に低コスト組み込み用コンピュータ

基板（USE）を内蔵して，各社が UECS 対応機器の開発を容

易に可能にする技術として苦心したのが，UECS で定めた

通信規格に従ったノードの基本動作を実現するミドルウェア

（Embedded Operating Lbrary for Ubiquitous-control System: 
EOLUS）の開発であった．EOLUS は，オープンソースの

ライブラリである openTCP を採用し，ライセンスフリー

の統合開発環境である eclipse と CDT による C 言語での開

発を前提にした．これにより，EOLUS を入手すれば，製

造会社はシリアル通信ポートを備えたパソコン以外の投資

の必要無しで UECS 対応ノードの製品開発が可能になっ

た．USE と EOLUS は，エヌアイシステムの林氏による精

力的な開発成果である．

前述の通り，通信規格に Ethernet を使用したので，イン

ターネット用の無線 LAN を設置すれば，園芸施設内でノー

トパソコン，PDA，携帯用ゲーム機などの無線 LAN 搭載

の携帯情報機器を用いて，ノードの設定や遠隔操作が可能

である（図 4）．施設園芸生産者は 2 万円を切る価格の携

帯用ゲーム機をポケットに入れて温室に行くだけで，すべ

ての機器の状態をチェックすることができる．また，LAN
がインターネットに接続されていれば，植物を観察しなが

ら病虫害診断サイトに接続したり，資材の発注をしたりす

ることも可能になる．UECS を情報化のインフラとして整

備すると，結果的に ICT 化施設園芸が容易に実現するの

である．

UECS がオープン規格を採用した有用性が も実感でき

たのは，ネットワーク規格について詳細な説明をしていな

いにもかかわらず，実証試験システムを導入した野菜茶業

研究所の研究員が，UECS のパソコン用アプリケーション

ソフトウェアを容易に開発できてしまった点である．

CCM の電文は XML であるので，通信パケットはテキス

トデータで可読性は高く，市販のネットワークアナライザ

図 4　携帯用ゲーム機を使用して UECS の機器を遠隔操

作している例（（有）エヌアイシステム林氏提供）

図 5　パソコンで各 UECS ノードの状態を一覧表示し，

計測制御データをデータベース化する UECS モニタ

（星，2007c）
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だけで基礎的な実験が容易に行える．本規格の仕様書とイ

ンターネット用のネットワークプログラミングの入門書だ

けで，携帯電話でのトレンドグラフ表示，警報のメール送

信，予測制御などのソフトウェアが続々と開発されつつあ

る（図 5，図 6）．図 7 は，図 6 のソフトを介して，携帯電

話で温室の状態を遠隔監視している例である．このような

開発事例から，UECS を施設園芸生産情報化のインフラと

して整備すれば，施設園芸生産システムを資材調達，労務

管理，出荷販売，経営管理，安全安心の各 ICT システム

と連携させることも容易に実現可能になると考える

実用化・普及の展望

実用化から 2 年強が経過して，試作・製品化された

UECS 対応機器の一覧を表 2 に示した．現時点で，約 30
種類の対応機器が開発されている．UECS 対応機器は，規

格化された通信を行うので，製造会社が異なる機器を 1 棟

の園芸施設に混在させることが可能である．生産者は，気

に入った機器を自由に組み合わせて，環境制御システムを

構築することができるようになった．

2008 年 2 月に，長野県小諸市にある布引施設園芸組合

の 6,500 m2 の南ヶ原いちごハウスに UECS が導入された

（図 8）．生食用のイチゴ 4 種類をおよそ 7 万本栽培し，周

年出荷を目指している．UECS 導入施設としては，初めて

の 5,000 m2 超施設であり，大規模温室に適用できる技術

としての真価が試されている．図 9 は，ハウス内部の

UECS 室内気象ノードの設置状況である．現在のところ

UECS は順調に稼働を開始している．

今後は，さらに多数の製造会社，試験研究機関の参画を

期待している．UECS の技術に興味を持ち，施設園芸情報

化における規格化の趣旨に賛同していただけるならば，業

界，経験にかかわらず，また，個人・法人の別なく，参入

は大歓迎である．特に，UECS 対応アプリケーション開発

に興味を持つ，ソフトウェア会社，団体等の参画を期待し

ている．今後，施設園芸生産において も重要なのは，植

物生産，特に，生産効率改善のためのソフトウェアの開発

図 6　野菜茶業研究所の黒崎氏が開発した UECS の動作

を監視し，メールや Web ページを使って報告する

総合監視サーバ（星，2007c）

図 7　総合監視サーバが生成した Web ページを携帯電話

に表示させて温室気温の遠隔監視を行っている例

（星，2007c）

図 8　UECS が導入された大規模イチゴ生産ハウス（（有）

エヌアイシステム林氏提供）

図 9　大規模イチゴ生産ハウスにおける UECS 室内気象

ノードの設置状況（（有）エヌアイシステム林氏提供）
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と整備であると考えるからである．実用化・普及のため，

UECS の導入希望者，関連機器開発希望者を支援する目的

で設立されたのが UECS 研究会（http://www.uecs.info/）で，

事務局は（有）エヌアイシステムである．また，（社）施

設園芸協会（http://www.jgha.com/）と（独）農業・食品産

業技術総合研究機構野菜茶業研究所が推進しているスー

パーホルトプロジェクト（SHP）の総合システム部会にお

いても，ソフトウェア開発の研究事業化などを通じて

UECS の普及・活用の推進をサポートしていきたいと考え

ている．
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表 2　試作・製品化された UECS 対応機器の一覧（星，2008）

ノードの種類 ノード開発組織 対象機器製造会社 開発レベル

暖房機ノード（重油） ネポン 製品化可能

暖房機ノード（ガス）
エヌアイシステム

ネポン
試作

暖房機ノード フルタ電機

天窓ノード

誠和
製品化可能

カーテンノード

側窓巻上ノード

試作天窓ノード
エヌアイシステム

日本オペレータ

カーテンノード ミズホ

手動自動スイッチノード

エヌアイシステム

製品化可能

簡易コンソールノード

屋外気象ノード
（温湿度・風向風速・日射量）

屋内気象ノード
（温湿度・CO2・日射量）

屋内温湿度ノード（2 種）

pH・EC 計測ノード

データロガーノード

エヌアイシステム

各社
汎用入出力基板ノード（3 種）

人工光育苗装置ノード 太洋興業

試作

くん煙ノード 大信油化工業

ファン一体型細霧冷房ノード 東海大学 フルタ電機・松下ナベック

ベッド暖房ノード
エヌアイシステム

西電産業ほか

給液機記録ノード 大塚化学

養液供給ノード
東海大学 太洋興業

養液栽培ベッドノード

ベッド廃液計測ノード エヌアイシステム

CO2 施肥ノード エヌアイシステム 宮原酸素ほか

補光ノード 東海大学 各社

電照ノード エヌアイシステム 各社
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UECSの各ノードの特徴 
有限会社エヌアイシステム 常務取締役 
ユビキタス環境制御システム研究会 事務局長 

林 泰正 
 

1. ユビキタス環境制御システムとは 
日本では、温室環境制御システムいわゆる温室コンピュータは、全施設面積の 1％程度しか普及してい
ません。窓開閉機や暖房機など個別自動機器の導入率は高いですが、これらは温室全体を統合・統括し

た制御や管理が出来ず、計測値や制御状態の

記録を得ることが出来ません。環境制御シス

テムの普及が進まない理由として、導入費用

がかかる事、蓄積データの活用には制限があ

る事、導入の利点が導入投資に見合わないと

考えられている事が上げられます。他方、栽

培者の世代交代や企業化、施設の大規模化、

減農薬・無農薬への対応、競争力のある生産

物の確立など、今求められつつある事象に対

し、温室制御システムや情報利用が必要不可

欠になりつつあると思われます。 
ユビキタス環境制御システム（UECS： ウ
エックス）とは、施設内に設置する各機器に

コンピュータを内蔵させておき、これにより

制御させる制御システムです（図 1-１）。こ
れは 1 台のコンピュータによって生産施設
の機器を集中管理する従来方法とは異なり、

各機器に内蔵された小型コンピュータ（マイ

コン）で管理します。 
 
1.1. UECSの特徴 
UECS 化された機器に内蔵されたマイコンには、自発的行動が出来るプログラムが内蔵されています。
このため最も小さいシステム構成は、UECS 対応機器（ノード）単体となります。施設内に複数のノー
ドを設置したとき、各ノードは他のノードと協調して必要な情報をノード間で共有し、やはりノードに

内蔵されたプログラムで自発的に最適な制御を行おうとします。これが“自律分散協調型”と呼ぶ由縁

です。また、ノードにはマイコンが内蔵されていますから、施設内のあちこちにコンピュータが配置さ

れる事となり、ユーザはそれと意識せずに使います。これが“ユビキタス”環境制御と呼ぶ由縁です。

なお、ユビキタスとは、元々は“神のごとく遍在する（コンピュータシステム）“という意味です。これ

らの技術により、簡易なパイプハウスからダッチライト型の大規模重装備施設や植物工場まで対応可能

 

従来の制御システム 

 
動力盤 
インター 
フェース盤 暖房機 

気温センサ 

カーテン 

換気窓 

温室コンピュータ 

UECS 

暖房機 

気温センサ 

カーテン 

換気窓 

センサ信号線 
出力信号線 

動力線 または 
動力信号＋電源線 

手動操作ＳＷ 設定端末 

情報信号線 
電力線 

インターネットへ 

電力盤 

ネット化マイコン 

  
図 1-１ 従来のシステムと UECSとの構成の違い 
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となります。 
UECSはノード間の情報授受を、LANとして一般化している Ethernetを通じて行い、その情報を元に
制御を行います。通信文には XMLという、これもインターネットやパソコン（PC）で多く用いられる
記述形式を用い、また各ノードには Webページを標準で備えています。このため、PCやインターネッ
ト情報網との親和性が非常に高くなっています。 
 
1.1.1. PCソフト、上位システムとの連携が容易に 

UECSは、PCとの接続が容易で、かつ通信内容は規格化されています。従来、施設栽培用の PC用ソフ
トウェア（PCソフト）は特定メーカの制御機としか通信できませんでしたが、UECSでは各ノードのメ
ーカ問わずに、UECS 用の PC ソフトが使用できます。また同様に、トレーサビリティシステムや生産
管理ソフトウェア、経営管理ソフトウェア、労務管理ソフトウェアなど、上位のソフトウェアシステム

との連携も可能になってきます。 
従来、この様な植物生産用の PCソフト
は、開発費の割に販売数が見込めず、販

売価格が高価であるか、開発を見送られ

てきました。これは様々な制御機に対応

するには多額の開発費用が要する為でし

たが、UECS対応にすれば従来よりも販
売数が見込めるため、ソフトウェアビジ

ネスの創出が期待できるようになってき

ました。なお、UECS対応ソフトウェア
の作成の容易さから、すでに UECS対応
のモニタソフトウェアや活用ソフトウェ

アが、大学や試験場で複数開発されつつ

あります（図 1-2）。 
 
 
1.2. UECSのメリット 
 
1.2.1. 導入コストの低減 

UECSは、UECS対応の機器を購入・設置すれば、電源と通信線とを接続するだけで、利用を開始でき
ます。従来の様に暖房機や天窓開閉機を導入していく時に、UECS対応品を選ぶだけで導入可能となり、
高価な温室コンピュータは必要ありません。また、従来は必要だったインターフェース盤と呼ばれる特

注製作の配電盤は必要なくなり、その代わりシンプルな分電盤を取り付ける形となります。電気工事は

共通化されるため、工事費の低減が見込めます。また、必要に応じて機器を後付けできますので、初期

の導入規模は抑えて残りは適切な時期に拡張していき、導入費用を分散させることが出来ます。 
 
1.2.2. 故障に強い 

UECS は、各ノードが自発行動をとれる自律分散制御方式をとっていますから、たとえ１つのノードが

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
画面例は、東海大学や野菜茶業研究所で作成された、ＵＥＣＳ対応ＰＣ用ソフトウェア 

ＵＥＣＳ対応ソフトウェア 

ＵＥＣＳ導入施設 

メーカ・施設内容問わず 接続可能 

 
図 1-２ UECS対応ソフトの例 

左がモニタソフトで右が監視・通報ソフト 
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故障しても、制御全体は停止せずに動作可能です。また、ノードの二重化も対応できるようにしてあり

ますので、故障の影響をより少なくさせることも出来ます。 
 
1.2.3. システムの拡張が容易 

例えば、温度や湿度の測定点数増減や、攪拌扇や側窓モータなどの動作機器の追加は、従来では、導入

済み制御機の端子に空きがなければ簡単には出来ませんでした。UECSの場合、UECS対応の品物を買
ってきて設置し、電源と通信線をつなげれば、後は簡単な設定変更で増設できます。 
 
1.2.4. データ利用・情報化が容易 

各ノードはWebページを持っているので、温室の状況確認は、UECSと同じネットワークに PCをつな
ぐだけで出来ます。前述の様に、PC用ソフトウェアも多数用意されますので、データ収集やデータ活用
は、従来よりも容易になります。UECSの通信規格は公開し、さらに PCソフト用の UECS通信ライブ
ラリも、後述する研究会の参加メンバが開発する予定になっておりますので、ユーザ独自のソフトウェ

アの作成も可能になります。 
 
1.2.5. 他の LAN機器を利用 

ネットワーク機器を施設で利用出来ます。

例えば、施設内監視用にネットワークカメ

ラを設置したり、無線 LAN の基地局を設
置して携帯情報端末を利用できます。携帯

情報端末には、PCだけでなく、PSPやニ
ンテンドーDS などのゲーム機も活用でき
ます（図 1-3）。ゲーム機はコンパクトかつ
安価で、バッテリ駆動時間の長い、優れた

情報端末になります。また、ハウス内の

LAN をインターネットに接続すれば、ハ

ウスに居ながらにして、ニュースサイトや

農薬データベースなどのコンテンツを利

用できます。さらに、セキュリティ対策を

した上でインターネットから圃場機器へ

のアクセスを許可すれば、インターネット

接続できる所なら世界中のどこからでも、

施設の状態を把握出来る様になります。 
 
1.2.6. 複数機関で同時開発可能 

ＵＥＣＳは、オープンフォーマットの為、複数の機関（研究所、大学、企業、個人）が、開発に関われ

るという特徴がある。これは、従来は特定の 1 企業が、制御機からパソコンソフトウェアまで作成して
いたのに対して、ＵＥＣＳは複数箇所で同時多発的に開発ができる事となります。これにより、技術や

機能の発展向上の加速、機能・仕様の多様性、開発リスクの分散などのメリットを得られます（図 1-4）。 

図 1-３ 携帯情報端末でノードの状況を確認可能。 

この図の携帯情報端末は、ニンテンドーDS Lite ＋ DSブラウザ。 
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環境制御機

水耕制御機 モニタソフトメーカ

従来の環境制御システムの開発体制例 

1機関で全て製作 ⇒  
開発に時間を要し、開発コスト、リスクも集中 

環境制御系
ノード

水耕制御系
ノード

モニタソフト

メーカ

計測系
ノード

解析ソフト

メーカ

メーカ

大学

研究所

ＵＥＣＳにおける環境制御システムの開発体制例 

複数機関で同時に開発可能 ⇒  
開発リスク、コストが分散 各機関の英知が投入可能！

 

図 1-4  UECSは複数機関で同時開発可能な特徴を持つ 
 
この特徴を生かせば、諸外国に負けないソフトウェアシステムや、ノウハウ蓄積を、短時間かつ効率的

に行う事が出来、しいては日本農業の国際競争力向上にも寄与できると考えています。 
 
1.3. 公的な規格管理団体「ユビキタス環境制御システム研究会」 
UECSの開発は、平成 16(2004)年度から平成 17(2005)年度の 2ヵ年で、農林水産省の「先端技術を活用
した農林水産高度化研究事業」の採択課題として開発を行い、実用化にめどを立てました。こうして出

来た UECSの普及を図り、規格の維持管理をし、解決すべき課題に取り組む受け皿として、平成 18(2006)
年 7月に「ユビキタス環境制御システム研究会」を設立し活動しています。研究会では、UECS機器の
導入や開発についての相談も受け付けています。なお、規格の維持、管理の観点から、UECS 規格準拠
の製品販売は、会員のみに限定しています。そのため、ノード開発用のツールである USE や EOLUS
は、会員のみの販売・配布としています。 
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2. UECSの各ノード 
 
2.1. これまでに開発されたノード 
2008年 2月までに開発された、UECSのノードは下表の様になります。 
 

表 2-1 開発実績のあるノード一覧 
ノードの種類 ノード開発組織 対象機器製造会社 開発レベル

製品化可能
エヌアイシステム フルタ電機 試作

天窓ノード
カーテンノード
側窓巻上ノード
天窓ノード 日本オペレータ
カーテンノード ミヅホ
手動自動スイッチノード
簡易コンソールノード
屋外気象ノード(温湿度・風向風速・日射量)
屋外気象ノード(温湿度・CO2・日射量)

屋内温湿度ノード(2種)
pH・EC計測ノード
データロガーノード
汎用入出力基板ノード(3種)
人工光育苗装置ノード 太洋興業
くん煙ノード 大信油化工業
ファン一体型細霧冷房ノード 東海大学 フルタ電機・松下ナベック
ベッド暖房ノード 西電産業ほか
給液機記録ノード 大塚化学
養液供給ノード
養液栽培ベッドノード
ベッド廃液計測ノード
CO2施肥ノード エヌアイシステム 宮原酸素ほか
補光ノード 東海大学 各社
電照ノード エヌアイシステム 各社

暖房機ノード

試作

誠和

エヌアイシステム
試作

太洋興業

ネポン

エヌアイシステム

東海大学

製品化可能

製品化可能

エヌアイシステム

エヌアイシステム
各社

エヌアイシステム

2008年 2月 東海大学調べ、に一部追記 
 
2月以降も新たに開発されたノードがあります。下表の様になります。 
 

表 2-2  2008年 2月以降に開発されたノード 
ノードの種類 開発組織 開発レベル 備考 
ファン一体型細霧冷房ノード エヌアイシステム 製品化可能 野茶研向け開発品。 
養液供給ノード エヌアイシステム 製品化可能 野茶研向け開発品。野茶研型養液装置用 
養液供給ノード エヌアイシステム 試作 大塚化学型養液装置用 
ハイブリッド冷暖房ノード エヌアイシステム 試作 野茶研向け開発品。 
WBGT計測ノード エヌアイシステム 試作 野茶研向け開発品。 
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2.2. ノードの例： 換気窓・カーテン制御 
誠和さんが開発された、天窓ノード、カーテンノードの例を示します。 
開発されたノードは、図 2-1に示すように、UECS用の CPUカード「USE（後述）」に窓やカーテンの
制御ソフトウェアを内包し、リレーやマグネットスイッチに指示を与え制御を行っています。 
 

図 2-1 ノードの構成（模式図） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

リレー 
マグネットＳＷ 

減速機 

ＵＳＥ 

窓（カーテン）開閉ノード 

 
 
天窓ノードは、ネットワーク経由で得た内気温のデータを元に開閉動作を行います。また、雨や強風へ

の対応機能を備えています。 
カーテンノードは、ネットワーク経由で得た日射の値を元に、遮光制御を行えます。冬季は保温制御を

実施でき、また隙間開け機能を備えています。 
いずれのノードも、リミットスイッチの信号を受信して、装置のオーバランや故障を診断する機能を備

えており、異常が発生した時には警報を発信するようになっています。 
 

  

a b 
図 2-2 カーテンノード 窓ノードの設置状況 

a) 試作初期のカーテンノード、b) 商品化改良後のカーテンノード 小型になった。 

天窓ノードも、同じ外観をしている。 
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2.3. ノードの例： 暖房機制御 
2.3.1. HKシリーズの UECS化 

ネポンでは、温風暖房機 HKシリーズの UECS化を行いました。安全性確保の為、暖房機に元々付いて
いる HKコントローラの機能を利用しています（図 2-3）。 
 

図 2-3 ノードの構成（模式図） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

バーナ 
ファン 

内部センサ 

ＵＳＥ ＨＫコントローラ 

暖房機ノード 

 
 
ＨＫコントローラとはシリアル通信ケーブルで接続しているため、ＨＫコントローラ内部情報を取り出

し情報を得ることが可能となっています。 
 

  
a b 

図 2-4 暖房ノード 
a) 外観、 b) 制御 BOXの中に UECS関連基板も収められている 
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2.3.2. 炭酸ガス施肥機能付き暖房機の UECS化 

マイコン式ではないバーナコントローラが付いているため、リレー接点信号による発停で暖房・ファン

動作・炭酸ガス施肥を行う UECSノードとして作成しました。 
 

 
 

a b 
図 2-5 炭酸ガス施肥機能付き 暖房ノード 

a) 外観、手前の白い BOXに、b)UECS関係の基板が収められている 

この設置段階では試験的要素が強い 

 
UECS化により、炭酸ガスセンサの値を利用でき、他機器と連動した制御も可能です。 
 
 
2.4. ノードの例： 計測関係 
屋外気象や、室内気象、養液の pH/ECのモニタなど、施設環境の計測を専門に行うノードを用意してい
ます。 
 
2.4.1. 屋外気象・屋内気象計測 

屋外気象の計測機能を持つ、屋外気象計測ノードは、風向風速、日射、温湿度、感雨の計測が可能です。 
室内気象を行う室内気象ノード（屋内気象ノード）は、温湿度計測を基本とし、オプションで CO2濃度

や内日射のセンサを取り付けられます。いずれも、最大値・最小値・平均値や、温湿度データに基づく

絶対湿度や露点温度の値を、計算し表示する機能を有しています。 
室内気象ノードは、変温管理機能を持たせる事ができ、本ノードからの目標値指示を窓ノードや暖房ノ

ードが受信し制御を行う事で、エリア別の管理温度の日変化を付けることも容易に出来ます。 
また、多点観測点のリアルタイム平均値算出機能を有しており、例えば、温室内に 3 点の気温観測点を
設けていても、3点の平均値を窓や暖房機のノードに提供し、制御させる事もできます。 
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a b 
図 2-6 外気象計測ノード(a)と、室内気象ノード(b) 

 
 
2.4.2. その他の計測 

養液の pH/ECの監視用のノードや、養液栽培の廃液計測（廃液 ECと廃液量）のノード、汎用のデータ
ロガーノードなどがあります。 
いずれも、測定値はネット上に流す事が出来、他のノードや PCでその値を利用する事が出来ます。 

 
 

a b 
図 2-6 pHEC計測ノード(a)と、データロガノード(b) 
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2.5. ノードの例： その他 
 
2.5.1. 操作関係のノード 

使用者と UECSとの橋渡し役として、現在の測定値や、変温管理の設定値や基本的な制御設定値の変更
などが行えるコンソールノードと、任意の装置の ON/OFFや開閉操作が可能な、手動操作盤ノード（自
動手動スイッチノード）が用意されています。 
手動操作盤ノードは、Web画面設定で、任意のスイッチに任意の機器を割り当てる事が出来ます。また、
指示範囲を変えることが可能で、例えば、特定の暖房ノードのみに指示を与える事が出来る一方、１つ

のスイッチで棟内全部の暖房機に指示を与える事も可能です。 
これら２つのノードは、ネットワークと電源がつながれば、何所にでも設置可能です。 
 

  
a b 
図 2-7  コンソールノード(a)と、手動操作盤ノード(b) 
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2.6. ノードの概要仕様 
各ノードの概要について、エヌアイシステム開発分の一部機種のみ下表に記します。 
 
2.6.1. 計測系ノード 

 
屋外気象ノード ・ 温度センサ、湿度センサ、日射センサ、風向風速センサ、感雨センサを備える 

・ 絶対湿度、露点温度などを算出可能 
・ UECS 規格に対応した、屋外気温、屋外湿度、屋外絶対湿度、屋外露点温度、屋外日射
量、屋外風向、屋外風速、降雨状態の測定値を発信可能 

・ Webサーバを内蔵し、各測定値等が参照可能 
・ オプションで、通風型も可能。 
・ 電源は AC100V 

室内気象ノード ・ 温度センサ、湿度センサを備え、オプションで CO2センサ、内日射センサを付加可能 
・ 絶対湿度、露点温度を算出可能 
・ ６段変温管理機能付 
・ UECS 規格に対応した、温度、湿度、絶対湿度、露点温度、CO2濃度、内日射の測定値

を発信可能 
・ Webサーバを内蔵し、温度、湿度、絶対湿度、露点温度など測定値等が参照可能 
・ オプションで、通風型も可能。 
・ 電源は AC100V または 単相 AC200V 

pH/EC計測ノード ・ pH/ECセンサを備える 
・ UECS規格に対応した、地温、土壌水分の測定値を発信可能 
・ Webサーバを内蔵し、測定値等が参照可能 
・ 電源は AC100V または 単相 AC200V 

廃液ノード ・ ECセンサを備える 
・ UECS規格に対応した、廃液量、ECの測定値を発信可能 
・ Webサーバを内蔵し、測定値等が参照可能 
・ 電源は AC100V または 単相 AC200V 

データロガノード ・ 4点のアナログ／デジタル兼用 入力チャンネルを持つ 
・ 測定値をネットワークに提供可能 
・ 設定は、Web操作で可能 
・ 電源は AC100V または 単相 AC200V 
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2.6.2. 制御系ノード 

 
換気窓ノード ・ 窓モータへの接点信号による動作指示が可能 

・ １ノードあたり、4系統までの窓制御可能 
・ 指示用の接点容量は 3A 
・ 接点出力型か電圧出力型かを選択 
・ 温度変化に対する PID制御により、窓開度を決定する 
・ 降雨時は、設定値「降雨時開度」の値を上限として、開度制限動作を行う 
・ 強風時は、設定値「強風風速」を超えると開度制限を行い、設定値「閉切風速」を超える

と窓を全閉にする 
・ 風向に対応した開度制限を行う 
・ Webサーバを内蔵し、各設定等・状態値が参照可能 
・ 温度センサ 1点付 
・ 電源は単相 AC200V 

カーテンノード ・ カーテン 2軸の制御が可能 
・ オプションで、2軸の側面内張り巻上モータ制御加納 
・ カーテンモータインタフェース内蔵 
・ 遮光制御および保温制御機能内蔵 
・ 保温機能は、室内温度を考慮した動作が可能 
・ 隙間開け、段階開け機能付 
・ Webサーバを内蔵し、各設定等・状態値が参照可能 
・ 電源は三層 AC200V 

細霧・ファンノード ・ 温度センサ 1点付 
・ 換気扇 1点、攪拌扇 1点、細霧 1点の制御が可能 
・ 温度および湿度による制御が可能 
・ Webサーバを内蔵し、各設定等・状態値が参照可能 
・ 電源は三層 AC200V 

暖房ノード ・ 温度センサ 1点付 
・ PIDによる温度制御が可能で、安定した温度管理を実現 
・ 電源は、AC100V または 200V （装置仕様により変わります） 

養液供給ノード ・ pH/ECセンサ付 
・ 4系統までの給液可能 
・ 時間帯設定が可能で、ECや pHの日変化を付けられる 
・ 電源は、AC100V または 200V 

電照ノード ・ 最大 8系統、拡張で 16系統までの電照制御が可能 
・ 系統別にずらし点灯を行う事で、消費電力量の集中を防ぐ 
・ 電源は、AC100V 

ベッド暖房ノード ・ 最大 8系統のベッド暖房(温床線)制御が可能 
・ 地温センサ取付可能 
・ 系統別にずらし動作を行う事で、消費電力量の集中を防ぐ 
・ 電源は、AC100V 

くん煙ノード ・ 最大 4系統の硫黄くん煙装置を制御可能 
・ ずらし起動を行う事で、消費電力の集中を防ぐ 
・ 動作内気温上限リミット付き 
・ 電源は、AC100 または AC200V 
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3. UECSの導入例 
 
2006年から 2008年までの 3ヵ年の計画で、低コスト植物工場成果重視事業が農林水産省の主導の元、
行われている。この事業では、“分散型”環境制御システムを導入する事となっており、他方式の分散型

環境制御システムとの競争の結果、事業実施 2圃場の双方とも、UECSが採用された。ここでは、この
事業での導入例をはじめ、UECSの採用例をいくつか紹介する。 
 
3.1. アグリベスト 植物工場 
徳島県内において、18aの超低コストハウス（グリーンテック型）の 11連棟ハウスを用いてトマトの栽
培が行われている。2007年 6月より UECSの稼動を開始した。天窓 1系統、側窓・妻窓 4系統、カー
テン１系統、暖房２系統の制御機器を扱い、屋内の環境計測ポイントは 2点である。ハウスは 2区画に
区切られているが、妻窓および天窓は 2区画にまたがって設置されているため、これらの機器は 2区画
の気温の平均値を用いて制御される。気温の平均値算出は、屋内温湿度ノードにより算出される。 
圃場はインターネットと接続されており、外部からリモートで施設内の状況把握が可能で、また、野菜

茶業研究所で試作されたソフトウェア導入により、携帯電話への警報通知および情報集約通知が行われ

ている。また、ノード製作メーカも外部からアクセス可能であるため、故障時や障害時の対応や、設定

調整を現地に行かずとも実施できる様になっている。 
 
3.2. いちご平ファーム 植物工場 
長野県内において、アグリテック東北型のトラス構造８連棟ハウス（68a）を用いてイチゴの高設栽培・
ベンチ栽培が行われる。2008年 2月に稼動開始した。施設は 3区画に分けられ、それぞれに天窓（東西 
各 2区分）、カーテン（2軸 3層）、暖房機（2台）、人工光、くん煙、ベッド加温、CO2施用、屋内気象

計測（温湿度日射 CO2）、養液廃液計測が行われ、これらは UECS 化されている。給液設備は設備全体
を 1台の装置により行われるが、これも UECS化され、廃液計測と連動した制御を行う計画である。 
なお、この施設ではバーコードと電子計量器を用いた勤怠および作業・収穫量管理のシステムが導入さ

れており、将来はこれらシステムと UECSとの連携による生産性効率化も、可能性の一つとしてありう
るのではないだろうか。 
 
3.3. 静岡県農林技術研究所 超低コストメロンハウス 
静岡県の特産品であるマスクメロン栽培は、従来より環境制御コンピュータを多用してきた。しかし、

制御コンピュータメーカが廃業もしくは販売中止する事態が増えてきたため、施設維持や制御ノウハウ

の育成に支障が出始めてきた。そこで、メーカ依存の少ない UECSに着目し、農林技術研究所内に建設
されたメロン用低コストハウスに試験導入された。 
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a  

ｂ 

 
ｃ 

 
ｄ 

図 3-1 いちご平ファームの UECS設置の様子 
a)ハウス外観、b)カーテンノード（上）と天窓ノード（下）、c)暖房機、d)暖房機に内蔵された UECS基板 

 
 
3.4. その他 
3.4.1. 閉鎖型植物工場への適用 

閉鎖型植物工場への試験的適用は行われているが、導入先設備の都合上、詳しい説明は割愛させて頂く。

なお、閉鎖型植物工場への試験適用においても、UECS の動作安定性は確認されており、また、設定値
の操作は PC のブラウザのみで行える様にしているため、試験装置であるにも関わらず、導入コストの
低減に繋がっている。 
 
3.5. 導入方法は選べる 
UECSは、ノード毎に設置・導入可能な特徴を持っています。 
電気工事や付帯経費を考えると、一括導入の方が、総支出は抑えられます。 
しかし、年間予算や支出金額を低く抑えたい場合であっても、UECS であれば、少しずつ導入すること
で、数年後には目標の自動設備が導入出来る様になります。 
補助金や予算の関係もあって、10年前は温室コンピュータが、試験場でも生産現場でも多く導入されま
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した。温室コンピュータの寿命は、およそ 10年程度で、取替時期が来ている圃場は多くあります。しか
し、予算削減や石油高騰による経費節減の影響で、一度に多額の施設改修費を出せなくなっています。

そのため、泣く泣く計測制御記録も読み出せない、単機能コントローラを導入する例が増えてきていま

す。UECS では、ノード単体では単機能コントローラですが、データを収集できますし、他の制御機や
高機能制御ソフトを接続すれば、従来の温室制御コンピュータと同等かそれ以上のパフォーマンスを得

る事が可能になります。 
前述の静岡県農林研究所でも、現在導入済みの UECS機器は、年間予算の関係で導入計画機器の一部に
しか過ぎません。予算が許される限り、少しずつ買い足す方法を取られております。 
 

 

a 

 
ｂ 

 
ｃ 

 
図 3-2 静岡県農林技術研究所への導入例 

a) ハウス外観、b) 設置された UECSノード（左）上から、HUB盤、天窓ノード、カーテンノード、 

c) 屋外気象計測ノードと気象タワー 
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4. UECSノードを作成するためのツール 
例えば、地域農産物に適した制御機や、独自の栽培管理方法を UECSで自動化させたい場合は、UECS
ノード開発用のツール等を用いれば開発可能です。 
 
4.1. UECS対応に必要なこと 
機器を UECS対応にするのに必要なのは、主に次の項目になります。 

① ネットワーク（Ethernet）ポートを備えたハードウェア 
② ノード（機器）間で情報共有するための、通信制御ソフトウェア 
③ 機器の自律動作（制御）に必要な制御ソフトウェア 

このうち、1および２の項目に対応させるには、多くの開発労力と技術を要します。 
そこで、UECS に対応させるのに必要な、共通部分（上記の１と２に相当）をパッケージにした「エン
ジン」を用意してあります。エンジンは、ハードウェアとソフトウェア（ミドルウェア）で構成されて

います。 
Ø ネットワークポート付き CPUカード「USE」 
Ø UECS用ミドルウェア「EOLUS」 

 

 

 

USE EOLUSのパッケージ 
 
このエンジンを使用することで、開発労力のほとんどを、機器の能力を引き出す制御ソフトウェアの開

発に割くことが出来るようになります。 
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4.2. USEを用いてハードウェアを設計するには 
 
4.2.1. USEの概要 

標準型 USEの主な仕様は、次の通りです。 
 

表：USEの仕様 
CPU H8/3048F-ONE （20MHz） 

オンチップデバッガ使用可能 
ROM 128ｋB 
RAM 512kB 

1024kBまで拡張可能 
EEPROM 64kB（標準） 

1024kBまで拡張可能 
Ethernetポート 10BaseT  1ポート サージ保護回路付 

コントローラは、RTL8019AS 
シリアルポート 2ポート 

CMOSレベルまたは RS232C電圧レベル 
アナログ入出力 10Bit ADコンバータアナログ入力ポート ８点 

8Bit DAコンバータアナログ出力ポート 2点 ※1 
デジタル入出力 入出力ポート 最大 17点※2 

入力ポート 最大９点※3 
CPU動作監視回路 CPU内蔵（標準） 

専用 IC取付可能（オプション） 
電圧監視回路 専用 IC取付 4.6V以下でリセット動作 
サイズ 70 × 110 × 21 

※１・・アナログ出力ポートとアナログ入力ポートは排他使用となります。従って、両者の総点数は 8点までです。 
※２・・使用方法やオプションの取付によっては、点数が少なくなります。 
※３・・アナログ入力ポートを、デジタル入力ポートに使用した場合の総点数です。 
 

 

USE 

Ethernet 
コントローラ 

Ethernet 

ポート 

CPU 

H8/3048F-ONE 

RS232 

ドライバ 
RS232 
ポート 

アナログ入力 
ポート 

アナログ出力 
ポート 

デジタル入出力

ポート 
 

図：各入出力ポートのイメージ図 
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4.3. 動作機器との接続方法 
暖房や減速機などの動作機器に USEを組み込む方法は、シリアル接続による間接的な接続方法と、リレ
ーなどのスイッチングデバイスで直接接続する方法との 2種類が考えられます。 
 
4.3.1. 間接的な接続方法 

すでに確立された機器の既存のコントローラがあり、そのコントローラを生かす方法です。制御ソフト

ウェアを新たに記述する必要が無く、開発労力は少なく出来る利点があります。安全性を重視する場合

にも利用できます。ただし、既存のコントローラとシリアルか接点などの信号の授受を行う必要があり

ます。また、ハードウェアコストは直接接続する方法に比べて、コントローラを 2 重に持つ為、高くな
ります。 

 
機器 

Ethernet 

USE 

既存の 

コントローラ

M 

モータ等 

動作機器 

 
図 間接的な接続方法 

 
4.3.2. 直接的な接続方法 

USEの I/Oポートに、トランジスタとリレーや SSRなどのデバイスを接続し機器を直接制御させ、USE
に制御プログラムも載せる方法です。ハードウェアコストは下げられ、設計の自由度や先進性を持たせ

られますが、開発にはそれ相当の時間を要します。 
 

機器 

Ethernet 

USE 

リレーや 

SSRなど 

M 

モータ等 

動作機器 

 
図 直接的な接続方法 
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4.4. EOLUSを用いたソフトウェア開発とは 
 
4.4.1. EOLUSの主な機能 

EOLUSには、下記の様な機能を持っています。 
 

表 EOLUSの機能 
機能 内容 
システム管理 ミドルウェアの全機能を管理するモジュール 
ネットワーク管理 ネットワーク LSIの制御と TCP/IPプロトコルのサポート 
CCMマネージャ 制御情報通信（CCM）の送受信コントロール 
Webサーバ機能 httpに準じたサーバ機能 
Web CGI機能 モニタ表示画面および、設定画面の生成とパラメータ入力処理 
LCD-IFドライバ CPUカードに内蔵されている、LCDインタフェースに対応した LCDの

ドライバと駆動ライブラリ 
EEPROMドライバ CPUカードに内蔵されている、EEPROMのドライバと駆動ライブラリ 
シリアル通信機能 CPUに内蔵している、SCIデバイスドライバと駆動ライブラリ 
WDTライブラリ CPU監視機能（WDT）の駆動ライブラリ 
 
EOLUSを図示すると、下図の様になります。 

 

ハードウェア 

デバイスドライバ／ライブラリ 

CCM 
マネージャ 

TCP/IPスタック 

Webサーバ 

Web CGI 

システム管理 

ユーザプログラム 

 

※太線内が、ミドルウェアのカーネル部分。 
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4.4.2. プログラム開発環境は 

プログラム開発環境は、Cのクロスコンパイラを使用します。 
通常、コンパイラなどの開発ツールは高価なのですが、EOLUS ではライセンス代が無償のツールを使
います。開発ツールは、下表のソフトウェアを使用します。 

 
表：開発ツール 

Cコンパイラ ｇｃｃ   
バイナリツール ｂｉｎｕｔｉｌｓ 
Ｃ言語標準ライブラリ ｎｅｗｌｉｂ 
統合開発環境 ｅｃｌｉｐｓｅ ＋ ＣＤＴ 

 
eclipseは、統合開発環境を提供します。動作例を下図に示します。 
 

図： 統合開発環境 eclipseの動作例 
eclipse + CDTの開発環境下で、gccと binutilsを利用してコンパイルをしている状態。 
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4.4.3. 制御情報の授受を実現するには 

最小限のプログラミングで、ネットワーク上を経由する制御情報の授受を行えるように APIを用意して
あります。 
例えば、内気温をネットワークに提供するプログラムは、次の通りとなります。 
#include "CCM.h" 
 
signed short AirTemp;   // 内気温 
 
const TCCMAtr UserCCMAtr[5] = { 
 // 変数型、  小数点、レベル、     送信？、      ラベル、       単位、    要素 
 {dc_s_short,    1,    ccml_A_1S,  CCMSender,  "InAirTemp",   “C”,      0}, // 内気温 
}; 
 
void NetworkOnStart(void) 
{ 
 // CCMの登録 
 SetCCM(&AirTemp,  UserCCMAtr[0]); 
} 
あとは、AirTempに測定した値を代入していくだけです。 
 
4.4.4. Web画面を構築するには 

設定値なども Web 画面で表示できます。通常、このこの様な設定入力画面を Web で実現する為には、
CGIプログラムを走らせるなど、手間を要しますが、EOLUSでは簡単に実現できるよう APIを工夫し
てあります。例えば、下図の画面を表示するとした場合、次ページの様なコードを記述すれば実現しま

す。 
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const TUIDataSet ATSetData[8] = { 

// データポインタ、 データ型、   ラベル、          単位、表示方法、    表現方法、   選択候補、最大値、最小値、  背景色 

{&ATEst.MesCycle,   dc_us_char,  "計測間隔",       " ",  uis_Setpoint, sm_Integer,  "",         60,      0,      0xffffff},  

{&ATEst.User2nd,    dc_us_char,  "第二気温の使用", " ",  uis_Setpoint, sm_strings,  "しない,する",  2,  0,      0xAAffAA},  

{&ATEst.DTime,      dc_us_short, "日界",           " ",  uis_Setpoint, sm_Time,     "",         1440,   0,      0xAAffAA},  

{&tmp,              dc_char,    "** 警報設定 **", " ",  uis_comment,   sm_none,    "",          0,      0,      0xffAAAA},  

{&ATEst.IUPLmt,     dc_s_short,  "緊急高温サーモ", "℃", uis_Setpoint, sm_decimal_1, "",         500,    -300,   0xffAAAA},  

{&ATEst.AlarmIP,    dc_us_long,  "独自警報先",     " ",  uis_Setpoint, sm_IPAdr,     "",         0xFFFFFFFF, 0,  0xffAAAA},  

{&tmp,              dc_char,    "** 警報設定 **", " ",  uis_NoShow,    sm_none,      "",         0,      0,      0xffAAAA},  

{&ATEst.AlarmIP,    dc_us_long,  "独自警報先",     " ",  uis_NoEditSet, sm_IPAdr,    "",          0xFFFFFFFF, 0,  0xffAAAA},  

}; 

 

void NetworkOnStart(void) 

{ 

SetHTMLSetpointData(0, "基本設定", 8, ATSetData); 

} 
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4.5. UECSにおける機器のありかた 
 
4.5.1. ４つのモード 

UECSでは、各機器は次の４つのモードで動作する事としています。 
 

表：ノードの動作モード 
優先度 モードの種類 内容 

高 手動指示モード 手動操作盤からの指示（ネットワーク経由）により動作するモード 

 自動指示モード 上位コンピュータから、自動運転を目的とした指示により動作するモード 

 自律動作モード 各ノードが、ネットワークに流れる情報から自律的に自動動作を行うモード 

低 自閉動作モード ネットワークに障害が発生した時に、機器単独で行える制御を実行するモード 

 
 
4.5.2. 自律動作モードとは 

自律動作モードは、各機器の自己判断により動作します。 
どの様な情報をネットワーク経由で得て動作するかは、UECSの規格で定められる事になります。 
 
例えば、窓の場合： 
気温、換気目標温度をネットワーク経由で得て、窓の開閉動作の判断をし、開閉動作を行う。 

 
※規格内容は、今後 UECS研究会で協議し確定していきます。 
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4.6. 試作や小ロット生産に役立つ汎用入出力基板 
ちょっとした試作や小ロット生産（試験運用）のために、わざわざ基板を作成したり、手作り配線を

する手間を省く為、汎用入出力基板をエヌアイシステムでは用意しています。 
 
4.6.1. GPIO-1208R 

 

入力： アナログ／デジタル兼用 8 ポート、絶縁型デ

ジタル入力 4ポート 

出力： 接点出力（リレーまたは SSR）8ポート。ポー

ト間も絶縁。 

表示： プログラマブル LED表示 8灯、出力状態８灯、

電源ランプ 1灯 

電源： AC100/200両対応 または、DC入力（9-48Vか

ら選択） 

大きさ： 200×155mm 

 

 
 
4.6.2. GPIO-0604R 

 

GPIO-0604Rは、GPIO-1208Rの小入出力型です。GPIO-1208シリー

ズが、試作や試験、小ロット品をターゲットにしているのに対し、

GPIO-0604R は量産商品への組込も考慮して、組配の手間が少ないコ

ネクタ結線としています。 

 

入力： アナログ／デジタル兼用 6ポート、デジタル入力（フィルタな

し）2点増設可能 

出力： 接点出力（リレーまたは SSR）4ポート。ポート間も絶縁。 

表示： プログラマブル LED表示 8灯、出力状態 4灯、電源ランプ 1

灯 

電源： AC100/200両対応 または、DC入力（9-48Vから選択） 

大きさ： 120×155mm  
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UECSとパソコンを接続する

ための基礎知識

2008年 革新的農業技術習得支援研修
～UECSを利用した環境制御の実習～

黒崎秀仁、安場健一郎、星 岳彦、林 泰正



ＨＵＢ

ＨＵＢ

ＨＵＢ
ＨＵＢ

UECSノード

UECSノード

UECSノード

UECSノード

LANの構成例



必要な物
・ＬＡＮケーブル

長距離は自作も可能
電送距離：10Base-T/100base-Tでは最大100ｍ

・パソコン
ネットワークインターフェースを持つ物

・UECSノード

・HUB
必要に応じて用意
現在の主流は100Base-T以上のスイッチングハブ

・電源（OAタップなど）
余裕を持って準備する
電源はタコ足になりやすい



1対1で繋ぐ場合、ＬＡＮケーブルの種類に注意！

クロスケーブル
（リバースケーブル）

パソコン
UECSノード

UECSノード
ストレートケーブル

（普通のケーブル）
パソコン

直結する場合

HUBを経由する場合

※AUTO MDX対応機ではケーブルの種類に関係なく接続できる



１、ＬＡＮケーブルで接続する

２、各機器に設定を行う
・ＩＰアドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ
・DNSサーバ

３、正しく通信できるか確認する
・pingコマンド
・ブラウザを使ってアクセス

作業手順



IPアドレスについて

・現在主流のIPv4では「１９２．１６８．１．１」のように表される

・ＬＡＮに接続する装置にはIPアドレスを付与する必要がある※

・どの機器にどのアドレスを振るかは利用者が決める

・サブネットマスクの値もIPアドレスの振り方によって決まる

・一つのＬＡＮの中では複数の機器に同じアドレスを付けてはならない

※ ＨＵＢは例外で、多くはIPアドレスの必要なし
一台の装置が複数のアドレスを持つ場合もある



IPアドレスの種類

ローカルIPアドレス
個人がLANを作る際に自由に付与して良いアドレス
利用できる数値の範囲は決まっている

グローバルIPアドレス
世界中に1つしか無いアドレス
ICANN、JPNICなどの組織によって管理されており、
個人が勝手に付与することはできない
プロバイダとの契約によって使用可能

その他のIPアドレス
127.0.0.1など特別な意味を持つアドレス



IPアドレスの設定
最も簡単な決め方

ローカルIPアドレスである192.168.1.???を使用する
今回の例ではサブネットマスクは255.255.255.0とする

IP:192.168.1.1
SM:255.255.255.0

IP:192.168.1.2
SM:255.255.255.0

１対１で接続する場合、単に重複しないようにアドレスを決めればよい
利用できるアドレスの範囲は192.168.1.1～ 192.168.1.254の254通り



複数機器を接続する場合

IP:192.168.1.192
SM:255.255.255.0

IP:192.168.1.8
SM:255.255.255.0

IP:192.168.1.48
SM:255.255.255.0

IP:192.168.1.64
SM:255.255.255.0

ＨＵＢ

この場合も、重複しないようにアドレスを決めればよい
利用できるアドレスの範囲は192.168.1.1～ 192.168.1.254の254通り

外気温センサ

内気温センサ

コンソール

(192.168.1.1はルーターの
増設を想定して開けておく)



複数機器を接続する場合
本格的な運用を考慮した場合、機器の種類によって

アドレスを整理するのが良い

整理例：

192.168.1.1 ルーター

192.168.1.2～7 高度な制御ノード

192.168.1.8～15 簡易コンソール

192.168.1.16～31 手動スイッチ

192.168.1.32～47 予備

192.168.1.48～63 屋外気象観測機

192.169.1.64～95 室内気象観測機

192.169.1.96～127 その他の機器

192.169.1.128～144 換気窓

192.169.1.144～159 暖房機

192.169.1.160～175 カーテン

192.169.1.176～191 換気扇・かくはん扇

192.169.1.192～254 パソコン、予備



その他の設定項目

○デフォルトゲートウェイ
ルーターが存在し、インターネットに
接続している場合に設定する
ルーターのLAN側のIPアドレスを入力する

○ＤＮＳサーバ－
IPアドレスを全て直打ちする場合は不要
インターネットに接続している場合、プロバイダの
提供するDNSサーバ－のアドレスを入力する
最近のルータ－にはＤＮＳ中継機能のあるものも多い
その場合はルータ－のアドレスでも可
２つ入力欄がある場合、片方だけ設定しても動作する



IP:192.168.1.192
SM:255.255.255.0
GW:192.168.1.1 IP:192.168.1.8

SM:255.255.255.0
GW:192.168.1.1

IP:192.168.1.48
SM:255.255.255.0
GW:192.168.1.1

IP:192.168.1.64
SM:255.255.255.0
GW:192.168.1.1

ＨＵＢ

インターネットへの接続

ルーター

プロバイダと契約しインターネットへの接続を整備した例
メールの送受信やWebの閲覧もできるようになる

LAN側の出口
IP:192.168.1.1
SM:255.255.255.0

WAN側の出口
IP:プロバイダの

提供するアドレス

プロバイダ

インターネット

デフォルトゲートウェイには
ルーターのアドレスを指定する



UECSノードにIPアドレスを設定する方法

１、DIPスイッチによる設定
ノード上のスイッチを直接操作して設定する

２、Webブラウザを使用した設定
パソコン等からアクセスして設定する
※細かい項目まで設定できるが、あらかじめ正常にアクセス

できる状態でないと意味がない



DIPスイッチによるIPアドレスの設定

参考例:AH-01の場合

ノード設定DIPスイッチ

IPアドレス設定
部屋番号設定

Web設定の

無効／有効



DIPスイッチによるIPアドレスの設定

説明書の記述内容（注：機器により内容が異なります）

参考例:AH-01の場合
この設定を有効にするには８番スイッチをOFFにすること！

設定例



WebブラウザでのIPアドレスの設定

①、PCとUECSノードを接続する

②、PCに192.168～のIPアドレスを設定する

③、UECSノードのDIPスイッチをセーフモードに

④、PCからUECSノードにアクセス、設定変更

⑤、UECSノードのDIPスイッチをWeb有効にして再起動

※次回以降の設定は全てPC上からできるようになる

工場出荷時のUECSノードを設定するには・・・



クロスケーブル

工場出荷時のノードを設定する際は
PCと1対1で直結することを推奨します

①、PCとノードを接続する



②パソコンにIPアドレスを設定する



設定画面の出しかた（WindowsＸＰの場合）

※無線など複数の接続方式を
使用している場合項目が増えます
UECSに接続しているものを

選んで下さい選択後プロパティをクリック

1、コントロールパネルをクリック

２、ネットワークとインターネット接続をクリック

３、ネットワーク接続をクリック



設定画面の出しかた（WindowsVistaの場合）

１、スタートボタン→ネットワークから
右クリックでネットワークのプロパティを開く

２、状態の表示をクリックする

３、プロパティをクリックする

４、IPv4を選びプロパティをクリックする



設定画面の出しかた（Windows2000またはXPクラシック表示の場合）

※無線など複数の接続方式を
使用している場合項目が増えます

1、スタートボタンからネットワークと

ダイヤルアップ接続をクリック

２、UECSに接続している方式を選ぶ

３、プロパティをクリック

４、インターネットプロトコル(TCP/IP)を選択後、プロパティをクリック



設定画面

ＬＡＮを構成するのに不可欠な設定

○IPアドレス

○サブネットマスク

主にインターネットに接続する際に必要な設定

○デフォルトゲートウェイ
○DNSサーバー

※別のネットワークに接続していたＰＣでは変更前の設定を記録しておくこと
（後で元に戻さないと元のネットワークに接続できなくなることがあります）

設定を書き換えたら最後にOKをクリックする

※インターネットに接続しない場合はデフォルトGWとDNSは変更しないか空欄でも構わない



セーフモードの設定:DIPスイッチの7番と8番をON

説明書の記述内容（注：機器により内容が異なります）

セーフモードのIPアドレスを確認！

③UECSノードをセーフモードに設定する



１、ブラウザのURL欄にセーフモードのIPアドレスを入力してEnter

２、設定を選ぶ

参考例:AH-01の場合

④パソコンからアクセスする



Ｗｅｂブラウザから設定を変更する
参考例:AH-01の場合

３、システム設定を選ぶ

ノード名称
分かりやすい名前を付けることを推奨します

デフォルトゲートウェイのことです

このパラメータについては別途説明します

設定を書き換えたら押す



⑤DIPスイッチを「Web設定有効」に

・ノードのDIPスイッチの７番をOFFに
(8番はONのまま)に設定する

・ノードを再起動すると設定が有効になり
ユーザーが指定したIPアドレスが使用される



設定後の取り扱い

・IPアドレス等の設定は電源断後も記録される

・Web上からの設定を有効にした場合、以降は
PCからアクセスして設定変更が可能になる

・IP等の設定が分からずアクセスできなくなった場合

工場出荷時と同じ手順で設定をやりなおす



通信の確認
～pingコマンドの使用法～

Vistaの場合

2000/XPの場合

出てくる欄に cmd と入力してEnter



次のように入力します

ping 調査対象のIPアドレス Enter空白

通信に成功した場合
Reply from～と表示される

通信に失敗した場合
Request time outと表示される



通信に失敗する場合

・ケーブル、電源の接続は適切か？

・直結する場合クロスケーブルを使っているか？

・DIPスイッチの設定は正しいか？

・PCのIPアドレス、サブネットマスクの値は正しいか？
→無線機能のあるPCの場合、間違って無線LANの方に設定していないか？

・IPアドレスが重複していないか？



棟・系統・通し番号について

・UECS特有の機能

・情報の伝達範囲を決める

・機器をグループ化できる

UECS独自の設定



棟・系統・通し番号について

棟(部屋)番号 ：主に温室単位で値を付ける

系統番号 ：温室の内部を複数に分割する時に値を変える

通し番号 ：機器ごとに異なる値をとる
１台の機器が複数のセンサを持つ場合などは
センサ毎に異なる値を割り当てることもある

・いずれの値も1～32の値を指定する
・０は特別な意味(ワイルドカード)をもつ

・基本的に機器毎に違う値を指定する（バックアップ目的以外）
重複しないように手動で設定する



○機器をグループ分けして情報伝達を管理

温室単位でのグループ分けも可能温室単位でのグループ分けも可能

全部同じ ２分割 全部違う

天窓閉鎖！

天窓閉鎖！

天窓閉鎖！



設定例（天窓）

1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-2-2 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2

温室１ 温室２

天窓系統1 天窓系統２ 天窓系統1 天窓系統２

（棟番号－系統番号－通し番号）



指定した窓を閉鎖
1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-2-2 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2

１-２-１閉鎖指令

（閉まる）



複数の窓を閉鎖
1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-2-2 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2

１-２-0閉鎖指令

（閉まる）

0は全てを示すワイルドカード

（閉まる）



温室１全部を閉鎖
1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-2-2 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2

１-0-0閉鎖指令

（閉まる）（閉まる）（閉まる）（閉まる）

0は全てを示すワイルドカード



右側だけ全部閉める
1-1-1 1-1-2 1-2-1 1-2-2 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2

0-２-0閉鎖指令

（閉まる）（閉まる） （閉まる）（閉まる）

0は全てを示すワイルドカード



1

栽培施設の暖房・夜間冷房の栽培施設の暖房・夜間冷房の
エネルギー消費の成り立ちエネルギー消費の成り立ち

平成20年度　革新的農業技術習得支援研修
　(I05)施設野菜の低コスト高度生産技術　2008.8.6-7

UECS仕様対応暖房機

　野菜茶業研究所　高収益施設野菜研究チーム　　高　市　益　行
　

１．温室の保温性と暖房燃料
消費量

２．各種の省エネルギー資材・
装置の特徴と省エネルギー
効果

３．夜間冷房デグリアワーにつ
いて

主な施設作目の燃料消費コストの割合（愛知農総試、2006）

【資料　５】
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2

寒侯期（12～3月）の平均気温の変化予測（気象庁）
現在気候(1981～2000 年平均)と将来気候(2081～2100 年平均)の比較

寒侯期（12～3月）の真冬日・冬日の出現率の変化（気象庁）
現在気候(1981～2000 年平均)と将来気候(2081～2100 年平均)の比較

【資料　５】
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暖房温室の熱の流れ（熱収支）

外部よりエネルギー
（温水、木質焚き）

地面蒸発
と結露

無加温温室と暖房温室の熱の流れの模式図

　（三原、1978‘）

【資料　５】
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２．ハウスの保温性と暖房燃料消費量

（愛知県大府市、硬質フィルムハウス
（ 400m2、軒高4.0m ）

暖房時の温室内外の気温の推移と暖房熱量

暖房デグリアワーと燃料消費量との関係（関山ら,1987）
　　　　　（12月～3月の旬平均、18h～翌8時までの積算）

放熱大

地熱効果
少

【資料　５】
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暖房燃料消費量の計算の流れ

気象データ
（気象官署の半旬別平年値）

計算条件設定
対象地点、暖房設定
温度、暖房期間、施
設の大きさ、被覆資
材、等の選択あるい
は入力 暖房必要熱量の計算（デグリ

アワー、三原（1978））

計算期間については、半旬デー
タから１日データを算出

温室の暖房燃料消費量の
計算とグラフ表示

（省エネ対策の効果を試
算でき、いろいろな条件
を並べて比較できる）

温室の放熱係数の計算

熱貫流率、換気伝熱係数

岡田（1980），林ら
（1986）

ngn DHfrUAQ )1( −=

各温室の暖房負荷および燃料消費量の計算方法

kh
QV n

=

Ag：被覆面積、Ｕ：平均暖房負荷係数
fr：熱節減率　DHn：暖房デグリアワー

■暖房負荷（必要熱量）

■燃料消費量

Vは燃料消費量、ｈは燃料の発熱量（表2）、kは暖房システムの熱利用効率

Vは燃料消費量、ｈは燃料の発熱量、kは
暖房システムの熱利用効率

Ｑn ＝ Ag ｈh DHn＋ As  qs
ｈh：放熱係数、As：床面積
qs：地中熱伝導量

(1)

(2)

【資料　５】
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暖房デグリアワーの算定式（三原、1978）

暖房デグリアワーDH　の計算方法

t1,t2は、外気温がハウス内の設定気温より下がっ
た時刻、外気温が設定気温まで上昇した時刻
Tin，Toutは温室内・温室外の気温
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Tin≧Tmaxのとき，

Tin<Tmaxのとき，

・日照時間を考慮した三原の方法(1978)

Tmは屋外の平均気温、Tminは屋外の日最低気温、Ｓは日照時間

（℃･hr／day）

暖地におけるハウスの暖房負荷、地中伝熱、吸収
日射の模式図　　　（林（1985）を参考）
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7

風速によるカーテンの保温性の変化

　（岡田・林、1978）

暖房消費量の試算ツール（野菜茶業研究所）の画面
（気象データシートと計算シートが１ファイル）

【資料　５】
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8

二重空気膜ハウス

高知県（2007)屋根を二重にし、間にファンで送風して加圧する。

被覆層間の距離と熱貫流率との関係

　（内嶋・桜谷、1980）

【資料　５】
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9

保温方法 保温被覆資材 ガラス室、硬質板、ﾋﾞﾆﾙﾊｳｽの 

熱貫流係数（W/㎡/K） 

塩化ビニルフィルム ４．０

農 PO フィルム ４．０

酢酸ビニルフィルム ４．２

ポリエチレンフィルム ４．２

不織布 ４．４

１層カーテン 

中空構造フィルム ３．６

ポリ＋ポリ ３．６

塩ビ＋ポリ ３．４

ポリ＋不織布 ３．８

塩ビ＋不織布 ３．６

塩ビ＋塩ビ ３．４

塩ビ＋ＬＳ同等品（シルバ１：透明１） ３．０

ポリ＋アルミ蒸着 ２．４

ＬＳ同等品（全面シルバ）＋不織布 ３．２

２層カーテン 

ＬＳ同等品（シルバ１：透明１）＋不織布 ３．４

塩ビ＋農ＰＯ＋不織布 ２．６

塩ビ＋農ＰＯ＋農ＰＯ ２．４

塩ビ＋ＬＳ同等品（シルバ１：透明１）＋ポリ ２．４

３層カーテン 

アルミ蒸着＋透明＋透明 １．８

※その他の組み合わせは ３の（２）のイ により算出する。 

 

空気膜２重 農ＰＯフィルム、硬質フィルム ３．８

各種保温被覆の熱貫流係数（暫定値）、日本施設園芸協会（2008）

各地における施設床面積と暖房燃料消費量
との関係（床面積1920m2，カーテン一層、軒高3m）
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10

各地の温室暖房燃料消費量の12月の平年偏差による差異
　　（床面積960m2，PO系フィルム被覆、カーテン一層、暖房設定13℃）

各地の温室暖房燃料消費量の12月の平年偏差による差異
　　（床面積960m2，PO系フィルム被覆、カーテン一層、暖房設定13℃）

【資料　５】
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11

野菜茶業研究所＞各種情報

http://vegetea.naro.affrc.go.jp/joho/index.html

ここをクリック

２．いろいろな省エネルギーの方策

(1)放熱抑制（保温性の向上）

　　施設構造、高断熱性の被覆資材、多重被覆（多層カー
　テン）、外面被覆、隙間を閉じる

(2)温度管理方法の徹底

　　管理温度の精密管理（変温管理）、温度分布をなくす
(3)作物・栽培期間の選択

　　低温適性品種の利用、低温性作物への転換
(4)高エネルギー効率暖房装置
　　　ヒートポンプ、コジェネレーション等

(5)エネルギー源の変更
　　　ＬＰガス、電気、他産業からの熱・CO2の利用

(6)自然エネルギー利用

　　太陽熱・太陽電池、地中熱、地下水、温泉熱、風力、
水力

【資料　５】
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暖房廃熱回収機

愛知経済連（2007)

空気熱源式ヒートポンプ

野菜茶研（2007)

【資料　５】
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ヒートポンプと温風暖房機のハイブリッド運転の状況
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（愛知県武豊町、2007）

図－３　温風暖房機単独運転とハイブリッド暖房運転方式による温室内温度，
　外気温，燃料消費量ならびにヒートポンプの消費電力の推移

　　：温室内温度，    ：外気温， 　　：燃料消費量（積算値）

Ａ：ヒートポンプ単独運転モード，　Ｂ：ハイブリッド暖房運転モード

ヒートポンプ利用によるエネルギー削減率

（愛知県武豊町、2007）
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【資料　５】
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燃料価格とヒートポンプ初期投資の回収年数

（川嶋ら、2007）
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図－５　燃料価格とヒートポンプ初期投資の回収年数との関係

ハイブリッド暖房方式で５ｐｓのヒートポンプの価格を７０万円とし、温
風暖房機単独運転時の運転経費との差し引き価格でヒートポンプの価格を
除した値を回収年数とした。横線は耐用年数（８年）を示す．
温室内の設定温度は１６℃とした．

　　：盛岡，　　　：名古屋，　　　：宮崎

木質ペレット焚き温風暖房機

高知県（2007)

【資料　５】
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ウォーターカーテンの散水方法

イチゴのウォーターカーテン式ハウス

宮城県（2007)

【資料　５】
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花き研究所　島地式の空気膜ハウス

これまでに開発・利用されている
自然エネルギー利用技術を組み
合わせている。

空気膜構造を利用した高保温性ハウス

コンテナ式蓄熱水槽

花き研究所（2007)
コンテナを地中に並べてシートで包み水槽とする

【資料　５】
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３．温室の微気象からみた省エネルギーのポイント（１）

■温室内の温度を目標値に管理する。

　（どの位置を何℃にするか）
壁面の温度を下げることは放熱抑制に有効。温風ダクトの配

置の修正。循環扇は放熱を促進する場合があるので注意。

■暖房設定温度を下げる
　消費エネルギーは削減できるが、品質低下や収量遅延とな

ったり、防除の手間が増加しないように注意が必要。

■換気損失をできるだけ抑制する
　カーテンの裾のばたつきの固定、側面の巻き上げの固定

■昼間の土壌蓄熱を増やす
　ハウス内への日射量透過を多く、午後の管理温度を高く。

■変温管理

　夜の早い時刻では転流を促進するために温度を高めに、

夜の後半は障害が出ない程度に低温にする方法。早朝加

温はエネルギーを最も使用する時間帯

■局所加温　培地加温、生長点加温は省エネに有効

■湿度管理

　土壌面からの蒸発が多いと、屋根の被覆内面で結露し、

放熱が増加する。マルチなどで土壌面蒸発を抑制する。

■積算温度の管理・維持（温度変化の記録が必要）

　作物の生育速度は、積算温度に密接に関係。

一定期間の平均気温（積算温度）を下げないように管理

温室微気象からの省エネルギーのポイント（２）

【資料　５】
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オランダの大型施設における冷暖房ダクト

ヒートポンプの熱を送風するダクト

boiler

Heat 
pump

CO2

water

movable screen with NIR coating

ventilation window

high pressure misting system

airconditioning unit 

with fan

Aquifer

Measurement of 
supplied water, 
energy and CO2

Control of 
misting, 
screen 

and 
ventilation

Working principle of Aircokas

Measurement of 
plant 

parameters

Control of 
heating 

and 
cooling 

equipment

Air mixing fan

roof spraying

大型水槽への蓄熱による
ヒートポンプの周年利用

オランダの
高度環境制御温室
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トポンプ

ウォーター
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夜間冷房デグリアワーの算定式

夜間冷房デグリアワーDHc　の計算方法

（℃･hr／day）

TcとTouはそれぞれ冷房設定温度と外気温（℃）、
t1,t2は夜間時間帯の開始時刻と終了時刻

日最高気温・日最低気温から気温の日変化を推定（權ら、1989）

設定温度と外気温との差を数値的に積算する方法をとった

（0.1時間のステップ）。ここでは、夜間冷房の時間を全国一律に
12時間として計算した。

Tout  =  Tm － (Tm－Tmin) cos(πt／12) 

DHc ＝ ∫ −
1

2
)(

t

t
dtToutTc  
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各地の夜間冷房DHcの季節変化
　（設定温度25℃）
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各地の夜間冷房DHcの季節変化
　（設定温度20℃）
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　　　　　（夜間は12時間）

各地の年間夜間冷房DHcの全国分布
（設定温度23℃）

まとめ、今後の課題

■省エネルギー対策の効果の目安として、暖房燃料
使用量試算ツールが利用できる。

■装置・資材の組合わせ利用により、数％ずつ節減
が可能。ヒートポンプ（ハイブリッド方式）はランニン
グコストが低く、暖地や高温管理で有利。夜間冷房
については実施方法の指針が未整理。

■積算温度管理などの作物反応にもとづいた、精密
な環境調節システムを早急に開発すべき。

■大型施設、大規模団地では、太陽光利用周年蓄熱
利用システムに期待できる。

【資料　５】
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農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

革新的農業技術習得支援研修 講義スライド

７．局所温度管理手法の実際

2008.08.07

野菜茶業研究所
高収益施設野菜研究チーム

河崎　靖
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○総論

　・局所温度管理とは？

　・局所温度管理の有効性
　　部位別温度反応
　　生育促進／省エネ効果

局所温度管理とは？

ハウス全体を加温・冷却せずに、①植物体の周囲のみ、もしくは
②植物体の特定の部位を集中的に加温・冷却する温度管理手法。

①：ハウス内トンネル等を用いて保温、もしくは内部のみを加温･冷却
　　(植物体全体の温度制御を行い、施設全体の温度制御はしない）

　　　　　・ハウス内トンネルを利用した無加温栽培
　　　　　・スポットクーラー(ヒートポンプ)を用いた夜冷育苗

②：根、花芽、茎頂生長点(イチゴのクラウン)等の温度感受性が高い
部位を集中的に加温・冷却

　　（植物体・施設全体の温度制御はしない、もしくは緩やかに制御）

　　　　　・根域（根圏、培地、土壌、地中、養液）加温・冷却
　　　　　・クラウン局部温度管理（イチゴ）
　　　　　・花房－生長点加温（果菜類・花きなど）

※本講義では②の局所加温について紹介する

【資料　７】
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局所温度管理の有効性

①　温度管理容積が減少することによる、省エネ・環境負荷低減

　　　光熱費節減
　　　CO2排出量削減

②　生育適温に近い温度管理による、生育促進・障害回避

　　　冬季の局所加温(高温管理)による生育促進
　　　夏季の局所冷却による高温障害回避

作型の差別化
高単価な時期に出荷
周年生産への対応

高収益化
付加価値？

４０℃以上

３０℃

２０℃

１０℃

０℃未満

生長点・花
果実肥大初期

茎葉
果実肥大後期

根

枯死 枯死
水浸状果実
葉先枯れ

壊死

根機能低下
（溶存酸素不足）

芯止まり・奇形
着果不良・障害果
花粉稔性低下

裂果・着色不良

転流阻害

花粉稔性低下
着果不良・障害果
生育遅延
伸長停止

凍死

根伸長停止
養分吸収停止

凍死

根機能低下

凍死

果実肥大遅延

トマトの部位別生育と温度（概念図）

夏季
室温

冬季
室温

田中(1984)，鈴木(2008)一部改変

【資料　７】
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慣行加温
ハウス全体を均一に加温

加温の必要ないハウス上部も加温
エネルギーの無駄が多い

局所加温
加温範囲は非常に狭い

加温効率がよく、
　慣行と同程度の管理→省エネ
　慣行より高温管理→増収

局所温度管理例：草丈の低い作物（イチゴ加温）

※冷却についても同様の事が言える

生長点
開花花房
果実肥大初期

根

茎葉
果実肥大後期

局所温度管理例：草丈の高い作物（トマト加温）

局所加温
根域と生長点付近が高温
植物体中央～基部は低温

高温管理により増収
同程度の管理により省エネ

ただし・・・

基部が低温のため、
果実肥大・着色が遅れる可能性

初期収量減少の恐れ
短期栽培には向かない？

春以降も栽培継続なら問題ない

【資料　７】
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生長点局所加温による加温範囲と温度（熱画像イメージ）

慣行加温（温風ダクトは通路上）

生長点局所加温（ダクトを栽培ベッド上に配置）

生長点局所加温により・・・
　植物体基部は低温で推移
　　→　加温範囲の縮小による燃料消費節減
　植物体頂部（生長点）は高温
　　→　生育促進・着果安定化

○研究・成果事例の紹介
　・イチゴ
　　　①クラウン温度管理
　　　②気化式根域冷却
　・葉菜類
　　　①ホウレンソウ根域冷却
　　　②ネギ根域加温
　　　③セルリー根域加温
　・その他果菜類
　　　①トマト局所加温
　　　②パプリカ根域冷却
　　　③果菜類３品目（トマト･キュウリ・メロン）根域冷却

【資料　７】

5



引用：曽根ら（2006）．クラウン部冷却による四季なり性イチゴの連続出蕾性と果実肥大の向上効果

イチゴの局所温度管理に関する研究成果(①クラウン部温度管理)

温湯/冷却管もしくは電熱線を
クラウン部に接触させ温度制御

連続出蕾性および
果実品質が向上

暖地の夏秋期における安定生産（四季成り性品種使用）
冬季の暖房費の節減

イチゴの局所温度管理に関する研究成果(②根域冷却)

引用：高市ら(2000)．気化潜熱を利用したイチゴ高設ベンチの培地冷却法

栽培ベッド外側に不織布を密着させ
常時濡れた状態にして気化潜熱で根域を冷却

日中の培地温が5℃低下
夜間の培地温も1℃ほど低下

地上部、地下部とも新鮮重が増加
花芽分化、出蕾が促進

【資料　７】
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引用：安場ら（２００６）．多孔質フィルム製ダクトを使用した冷却チューブによるホウレンソウの根域冷却

葉菜類の局所温度管理に関する研究成果（①ホウレンソウ根域冷却）

チューブ直下の平均地温
無処理区：21.0℃
冷却区：19.2℃

乾物重は約25%増加

水蒸気は通すが水は通さない
多孔質フィルム製ダクトを使用
外側を水で満たし内部を通風

葉菜類の局所温度管理に関する研究成果（②ネギ根域加温）

引用：白岩ら（2007）．電熱線によるネギの側条地中加温が抽苔および生育に及ぼす影響

29.5 0.5 5.1 3.8 19.3 62.79.0無処理

1.5 1.0 7.8 6.0 19.0 60.815.3地中加温

抽苔率
（％）

地下部
乾物重（g）

地上部
乾物重（g）

葉数
（枚）

葉鞘径
（mm）

草丈
（ｃm）

地温
（℃）

　

電熱線による地中加温により
　・乾物重が増加
　・抽苔率が低下
　・草丈・葉鞘径は変化せず

地温上昇により
　・根、茎頂（地下部）の生育促進
　・低温回避による花芽分化抑制

草丈・葉鞘径に変化がないのは
気温（加温の有無によらず一定）
の影響か？

【資料　７】
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近畿中国四国農業研究センター　「傾斜地特性野菜」マニュアルシリーズNo.7
傾斜ハウスにおけるセルリーの養液栽培技術マニュアルより抜粋

葉菜類の局所温度管理に関する研究成果（③セルリー根域加温）

根域加温により培地温度が上昇→収量増加
朝方加温（3：00～9：00，15℃設定）で特に効果が高い
電気料金は109円/m2/作（概算値）→収益性向上の可能性

74.917833015朝方加温

71.212292095無加温

最大葉長（cm）調整重（g）全重（g）　

果菜類の局所温度管理に関する研究成果(①トマト局所加温)

引用：森山ら（1999）. トマト花房への局部加温が着果率に及ぼす影響．

ヒヨコ電球（発光せずに熱線を放射する電球)を
トマト花房上に配置し、花房を集中的に加温
ハウス内気温15℃以下で点灯

着果率が著しく向上(夜温8℃では25%→75%)

花房の表面温度はおよそ25℃まで上昇

【資料　７】
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果菜類の局所温度管理に関する研究成果(①トマト局所加温)

11.4 11.8 　2.69 2.59 　根域

10.8 11.8 1.20 1.10 無

生長点無　生長点無　　

開花間隔(日)　根乾物重(g)　　

0

20

40

60

80

100

1/4 1/14 1/24 2/3 2/13 2/23 3/5

日付

花
粉
稔
性
（
％
）

無加温 根域 生長点 両方

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

無加温 根域 生長点 両方

収
量
(k
g/
株
)

くず果収量
可販果収量

引用：河崎ら(2007).生長点および根域加温がトマトの生育・収量に与える影響

最低夜温8℃管理
温湯管の空中配管による生長点加温と
電熱線による根域加温の組み合わせ

生長点加温：花粉稔性の向上・開花促進
根域加温：根量の増加

収量増加

果菜類の局所温度管理に関する研究成果(②パプリカ根域冷却)

引用：Benoit and Ceustermans(2001).Impact of root cooling on blossom end rot in soilless paprika.

夏季にロックウール培地を
冷却(銅管に冷水を循環）

ロックウール培地温低下
（23～33℃ → 17～22℃）

収穫初期の
尻腐れ果発生率が減少
(10％　→　4％)

果実内(特に先端部)の
Ca含量が増加

4111205冷却あり

10111183冷却なし

尻腐れ果率
(％）

収穫果数
(個)

収量
(g)

　

播種後25週での収量性
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果菜類の局所温度管理に関する研究成果
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(③トマト・キュウリ･メロン根域加温)

引用：佐々木・板木(1989)養液栽培における夏期の地下部冷却が果菜類の生育，収量の及ぼす影響

夏季高温条件での
(１３:００の平均気温31.7℃)
果菜類３作目を湛液水耕
冷却管にて養液冷却

トマト：低温ほど収量増加
キュウリ：２８℃付近にピーク
メロン：冷却の影響を受けない

作目ごとに反応が異なる

※根の健全性(褐変度合）
　　は3品目とも低温ほど
　　良好な結果を示した

○海外(オランダ)での局所温度管理技術

　　　①トマト局所加温

　　　②キク生長点加温

【資料　７】
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海外(オランダ)での局所温度管理技術(①トマト局所加温)

海外(オランダ)での局所温度管理技術(②キク生長点加温)

【資料　７】
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海外(オランダ)での局所温度管理技術(②キク生長点加温)

局所温度管理の問題点

①　経済性
　　　　研究報告で導入コスト・ランニングコストを試算したものは殆どない
　　　　研究用の装置そのままではペイしないものがほとんど(特に冷却)
　　　　装置の改良、もしくは安価な物に代替する必要がある

②　効果の普遍性
　　　　文献によって効果の有無・程度は様々
　　　　作目・品種・生育ステージにより効果が大きく変わる
　　　　全体温度の影響を強く受け、環境の再現が困難
　　　　最適温度の提示が困難

③　特定の部位以外は全体温度管理より悪条件
　　　　果菜類では果実肥大が遅延　→　収穫開始の遅れ

④　実証データの不足
　　　　上記の問題点により、なかなか実証試験まで進めない
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