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ユビキタス環境制御システムによる施設園芸生産の ICT 化

はじめに

東海大学開発工学部生物工学科

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

星 岳彦

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

プロフィール

ユビキタス(ubiquitous)という語は、最近よく耳にする言葉で

1994 年千葉大学大学院自然科学研究科修了、博士(学術)。

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

現在、東海大学開発工学部生物工学科教授。専門は、植物

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

生産工学、植物環境調節工学。農業情報学会理事、アジア・

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

太平洋 食・農・環境情報拠点(ALFAE)理事、スーパーホルト

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

プロジェクト(SHP)協議会総合システム部会長、ユビキタス環

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

境制御シ ステ ム (UECS) 研究会会長。 ホー ム ペ ー ジ は 、

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

http://www.fb.u-tokai.ac.jp/home-j.html。

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
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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

設定端末

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
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

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、

ム(新システム)の構成の違い(林ほか、2004)

その普及面積は、20 年余が経過した 2003 年で 557ha、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

クス」と発音する。

入に留まってしまっていたのであった。

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

日本における床面積 5,000 ㎡以上のガラス室・ハウスは、僅

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

か 1,703 棟、全棟数の 0.15%しか設置されていない。欧米の園

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

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

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

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

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

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、

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

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、

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

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、

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、

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

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

珍しくない。導入の必要性が極めて高い、1ha 以上の施設に

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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

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･

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

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

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

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

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

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、

特徴を持っていた。

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

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

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

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

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

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

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

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、

(UECS)と名付けたのである。
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ネットに接続して PPTP、PacketiX (SoftEther)などの VPN 技術
<?xml version=”1.0”?>
<UECS>
<DATA type=”inAirTemp” room=”1” region=”2”
order=”0” priority=”15”>18.3</DATA>
</UECS>

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

図 3 CCM パケットで通信される内容例

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

UECS の自律分散協調のための通信方式

には、XML と UDP・TCP/IP という一般的な通信プロトコルを使
UECS の開発にあたり、まず、ノードを接続する LAN の通信

用した共用通信子(Common Corresponding Message: CCM)を

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

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

ける分散型制御システムの最初の事例として採用された

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

LonWorks、農業機械分野で利用が提唱されている乗用車系

18.3℃であることを示している。UECS のノードは、相互に

の Can、計測制御で使用される DeviceNet、FieldBus などを検

CCM を交換し協調して計測制御をおこなう。また、LAN に接

討した。しかし最終的に、規格がオープンであり、極めて小さ

続されたパソコン等から、この CCM を送受信することで、

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

UECS と連携することは容易である。このほかにも、利用者が

る Ethernet (IEEE 802.3)が、規格のオープン性、対応部品の価

Web ブラウザを使用してノードの直接呼び出し設定等を行うた

格、規格の継続性、通信速度などの点で、今回の開発目的と

めの HTTP のプロトコルも用意されている。

最も良く合致していると考え、この規格の採用を最有力として

UECS で規格化されている通信プロトコルを表 1 に示した。

検討した。開発に着手し た時点で、 「パケット制御に

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

CSMA/CD を使用していて制御に使うには即時性・信頼性が

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

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

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

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、

に、図 2 でも判る通り USE に DIP スイッチを設けた。DIP スイ

激論を重ねた。

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

Ethernet によるネットワークの負荷試験、数ヶ月の長期動作

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

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

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

かったので、結局、異論を押し切って Ethernet を採用した。後

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

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

からの CCM を共有する場合などに使用するための、CCM の

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

ゲー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

ているフィールドサーバなども UECS 用の温室 LAN に接続し

ードの監視、設定は HTTP を採用したので、一般の Web ブラ

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

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。

ダードになっている Ethernet を採用したことによって、結果的

各ノードは、次の(1)〜(3)の優先順位で階層的に動作させる

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

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

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
CCMレベルA(XML)
CCMレベルB(XML)
CCMレベルC(XML)
CCMサーチ(XML)
ノードスキャン(XML)
要素スキャン(XML)
Webページ(HTML,CGI)

セッション層
データ送信CCM
データリクエストCCM
データ送信CCM
データリクエストCCM
データ送信CCM
データ受け取りCCM
提供者サーチ
提供者応答
ノードスキャン要求
ノードスキャン応答
要素スキャン要求
要素スキャン応答
HTTP

トランスポート層
UDP Port:16520
UDP Port:16520
UDP Port:16520
UDP Port:16520
UDP Port:16520
UDP Port:16520
UDP Port:16521
UDP Port:16521
UDP Port:16529
UDP Port:16529
UDP Port:16529
UDP Port:16529
TCP Port:80

3

ネットワーク層
IPブロードキャスト
IPブロードキャスト
IPブロードキャスト
IPユニキャスト
IPユニキャスト
IPユニキャスト
IPブロードキャスト
IPブロードキャスト
IPブロードキャスト
IPユニキャスト
IPユニキャスト
IPユニキャスト
IPユニキャスト

内
容
定時CCM通信
必要時CCM通信
必要時特定ノードCCM通信
CCM提供者検索
存在ノード検索
特定ノード送信CCM一覧
ノードの設定、動作監視
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どである。

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

(1)強制制御: この CCM を受信すると指定された強制動作

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

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

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。

スイッチノードや遠隔操作などで使用する。

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

(2)上位制御: この CCM を受信すると指定された強制動作

自動切換えスイッチノード等を LAN に接続し、(1)の CCM を

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

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

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。

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

(3)自律制御: (1)(2)の CCM を受信していない場合は、ノー

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

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。

も、自律制御に自動的に戻って最低限の制御が継続されるの

ただし、制御に必要な計測値などは、CCM から入手する。

で、安全性が高い。

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

汎用機器の利用とソフト開発の容易さ

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

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 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5 パソコンで各UECS ノードの状態を一覧表示し、計測

図 7 総合監視サーバが生成した Web ページを携帯電話

制御データをデータベース化する UECS モニタ
(星、2007c)

に表示させて温室気温の遠隔監視を行っている例
(星、2007c)
4
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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

図 8 UECS が導入された大規模イチゴ生産ハウス((有)エ

易に実現するのである。

ヌアイシステム林氏提供)

UECS がオープン規格を採用した有用性が最も実感できた

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

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

板(USE)を内蔵して、各社が UECS 対応機器の開発を容易に

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

可能にする技術として苦心したのが、UECS で定めた通信規

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

格に従ったノードの 基本動作を実現するミドルウェア

容易に開発できてしまった点である。CCM の電文は XML で

(Embedded Operating Lbrary for Ubiquitous-control System:

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

EOLUS)の開発であった。EOLUS は、オープンソースのライ

販のネットワークアナライザだけで基礎的な実験が容易に行

ブラリである openTCP を採用し、ライセンスフリーの統合開発

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

環境である eclipse と CDT による C 言語での開発を前提にし

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

た。これにより、EOLUS を入手すれば、製造会社はシリアル通

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

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
暖房機ノード(重油)
暖房機ノード(ガス)
暖房機ノード
天窓ノード
カーテンノード
側窓巻上ノード
天窓ノード
カーテンノード
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
屋内気象ノード(温湿度・CO 2 ・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
くん煙ノード
ファン一体型細霧冷房ノード
ベッド暖房ノード
給液機記録ノード
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
CO 2 施肥ノード
補光ノード
電照ノード

ノード開発組織

対象機器製造会社
ネポン
ネポン
エヌアイシステム
フルタ電機

試作
製品化可能

誠和
エヌアイシステム

開発レベル
製品化可能

日本オペレータ
ミズホ

試作

エヌアイシステム
製品化可能

各社
エヌアイシステム
東海大学
エヌアイシステム
東海大学

太洋興業
大信油化工業
フルタ電機・松下ナベック
西電産業ほか
大塚化学
太洋興業

エヌアイシステム
エヌアイシステム
宮原酸素ほか
東海大学
各社
エヌアイシステム
各社
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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
芸生産において最も重要なのは、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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