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あらまし 近年の Internet of Things (IoT) 技術の発展はめざましく，センサデータを収集するセンシング，
収集したデータを処理するプロセッシング，解析結果をもとにした意思決定を実世界にフィードバックするアク
チュエーション，各分野で活発な研究がなされ，重要な成果があがりつつある．しかし，実践的な IoT アプリ
ケーションを実現するためには各要素を密に連携させ，設計の最適化を図っていくことが重要である．適切な
データ解析を行うためにはセンサやアクチュエータの特性についての理解が欠かせないし，逆にセンサデータが
どのように使われるかを考慮しないセンサ設計，解析結果の粒度を考慮しないアクチュエータ設計はコスト効率
を損ねる．特に農業用センサシステムでは，農業現場の実情が知られていないこともあって，曖昧な想定のもと，
個別に研究開発を進めてしまうと不整合が生じやすい．我々は農業用センサシステムの開発に取り組んできてお
り，低価格な土壌センサに加え，最適環境制御則の探索，更には灌水制御の自動化とそれぞれを連携されて検討
を進めている．そこで，本論文では農業用の土壌管理システムを中心に，IoT アプリケーションのエンドツーエ
ンドでの設計を行う重要性について述べる．
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1. ま え が き

必要となる．しかし，多くの場合はこの三つの要素は

無線センサネットワークは Internet of Things (IoT)

の全体像を把握しないまま，各要素の検討を進めた結

別々に検討されていることが多く，アプリケーション

を支える基幹技術の一つであり，IoT アプリケーショ

果，不整合が生んでいることも少なくない．

ンへの注目が高まる中，これまで以上に実践的な無線

農業向けの IoT アプリケーションにおいても，こう

センサネットワークを構築し，積極的に社会実装へと

した問題が生じつつある．農業分野では，温湿度・日

つなげていくことが期待されている．無線センサネッ

照量・土壌水分量・土壌の電気伝導度 (EC)・二酸化炭

トワークにおいては，センサデータの収集が主たる関

素濃度など，様々なパラメータを測定収集するフィー

心事ではあるが，実践的なセンサシステムに組み込ん

ルドモニタリングシステムが開発されてきた [1]〜[4]．

でいくためには，センサデータを集めるセンシングの

これらを通して，様々なパラメータを測定することは

みならず，収集したデータを解析するプロセッシング，

営農上有益な情報ではあるが，データを分析し，設備

更にはデータ解析の結果を反映した制御を行うアク

制御との連携して自動化・最適化へと発展させること

チュエーションの三つを整備し全体としての最適化が

を考えると必ずしも必要でない情報も含まれる．例え
ば，日照量を制御するには補光設備が，二酸化炭素の
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加価値な作物に取り組む農家に限定される．一方で，
ハウス栽培であれば，雨水が期待できず，少なくとも
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何らかの灌水設備は備えているので，土壌や培地の含

システムは，灌水戦略最適化を想定して必要とされる

有水分量を把握しての灌水戦略最適化は適用範囲が広

測定対象を絞った上で，汎用マイコンの内蔵モジュー

い．更に，海外に目を向けると，土壌センサを用いた

ルを利用した測定回路の共通化で，測定回路をよりシ

灌漑最適化はセンターピボットによる大規模農業でも

ンプルに保っている．また，灌漑設備との連携におい

有効とされており [5]，適用範囲はハウス栽培に限らな

ても，遠隔操作可能な灌水制御装置とセンサデータ回

い．そこで目的を灌水戦略最適化に絞り込めば，シス

収用のゲートウェイを統合する形での開発を進めてい

テムをシンプルに保つことができる．また，灌水戦略

る．本論文では実践的なセンサアプリケーションにお

最適化に限っても，土壌水分量を直接測定して反映す

ける，センシング・プロセッシング・アクチュエーショ

る方法 [6] の他，蒸散量の推定値を用いる方法 [7]〜[9]

ンの 3 要素の連携の取り組みを，我々が取り組む農業

など様々なアプローチが提案されている．各手法で必

用センサシステムを例として述べる．本論文では，ま

要となるパラメータは異なるが，より少ないパラメー

ず 2. でセンシングを担う土壌管理システムの要求仕

タから蒸散量を求める手法や [10]，パラメータが不足

様と概略を示し，3. でプロセッシングへの取り組みと

する場合でもおおむね妥当な結果が得られる暫定値の

してデータに基づく栽培最適化のためのレシピ探索手

検証 [11], [12] もされており，収集したデータをどう利

法について述べ，4. でアクチュエーションを担う遠隔

用するか・どの程度の精度が必要なのかまで考えなけ

灌水制御装置について説明し，5. で今後の課題と展望

れば，必要最低限の構成を見極めるのは難しい．この

を述べる．

ように，センサデータがどういう目的で，どう処理さ
れるかを把握した上で設計しないと，コスト増につな

2. 農業用土壌管理システム

がったり，操作や設置方法が複雑になったりして，実

我々は農業用センサの中でも特に土壌センサに着目

際の現場で運用する際には使い勝手のよくないシステ

し，比較的低価格かつ使い勝手のよい土壌管理システ

ムとなる可能性がある．

ムの開発に取り組んできた [13], [14]．よく篤農家の技

これを踏まえると，実践的なセンサアプリケーショ

術の多くが「土づくり」にあるとされるように，土壌

ン設計では，各要素を別個に開発・最適化するのではな

環境の管理は営農上極めて重要な要素であるが，土壌

く，三つの全ての要素を考慮して，全体としての最適化

の物理性は複雑で，土壌特性が土地により多種多様で

がなされるようにしなければならない．それにあわせ

あることもあって，長年の経験と熟練を要し，データ

て現場のニーズや意見にあわせて，必要条件を絞り込

に基づいた客観的で定量的なアプローチはほとんど確

み，可能な限りシンプルな設計とすることも求められ

立されていない領域である．水耕栽培や完全制御型植

る．近年，3D プリンタ等のデジタルファブリケーショ

物工場など土壌を必要としない栽培方法の普及も進ん

ン技術の発展によりハードウェア開発に要求されるス

でいるが，大規模穀物農業を始め，農業生産の大部分

キルや手間は大幅に削減されてきており，Arduino や

は将来にわたって土耕が占める．特に食糧危機に備え，

RaspberryPi 等の登場で組み込みソフトウェアの開発

持続的な農業生産が必要だとされる発展途上国では，

も容易になり，センシングやアクチュエーションで要

コストの問題から土耕の露地栽培に選択肢が制限され，

求されるハードウェア・組み込みソフトウェア開発に

その生産性向上は世界的課題である．土壌管理の中で

取り組むハードルは下がってきている．また，人工知

も，土壌水分量の管理は作物の生育に与える影響が大

能技術が注目を集めるに伴い，機械学習等のライブラ

きく，農業生産の持続性の観点からも極めて重要であ

リやクラウドサービスは急速に充実しつつあり，プロ

る．我が国では高齢化に伴う人手不足は深刻であり，

セッシング技術に取り組むことも容易になってきた．

ノウハウの継承と自動化による省力化は喫緊の課題で

こうした背景を踏まえれば，センシング・プロセッシ

ある．先に述べたように，土壌管理は生産性を大きく

ング・アクチュエーションの 3 要素を俯瞰した開発を

左右するが，経験と熟練が必要な領域であり，新規就

行うことも困難ではなくなってきている．

農者や非熟練農家への継承が困難である．例えば，国

先に灌水戦略最適化の例で述べたように，農業向け

内のベビーリーフ生産最大手の株式会社果実堂では土

IoT アプリケーションでも，センシングのみではなく，

壌水分管理の効率化・マニュアル化と高機能型ハウス

プロセッシングの手法や，アクチュエーションの制約な

の組合せにより，通常年間 10 作程度とされるベビー

どを考慮した上での設計が欠かせない．我々のセンサ

リーフで，年間 14 作を実現した [15]．しかし，土壌水
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分管理のマニュアルは主に「触診」という土壌を握っ

値で示されることが多く，一般に pF 1.7 以下が水分

た際の物理性の違いを通したものとなっており，やは

過多，pF 1.7 から 2.3 が適正，pF 2.3 以上は水分不

り習熟に時間を要する．また，管理するビニールハウ

足とされる [16]．pF は後述するマトリックポテンシャ

スの棟数が増えると灌水作業に要する時間は膨大にな

ルを示す単位で，水分量へ直接の換算はできないが，

ることから，省力化のために灌水の自動化への期待も

国内で典型的な火山灰土であれば，pF にして 0.1 の
変動は体積含水率で表される水分量にして約 1.5%程

高い．
そこで，我々は測定対象を土壌水分や水田水位など

度に相当する．pF で生育ステージに応じて 0.2〜0.5

灌漑最適化に必要となる指標に絞り込んだシステムを

刻みで管理を切り替えることが望ましいとされている

開発した．国内ではビニールハウスを用いた施設野菜

ので，管理の目安は 3〜5 %程度であるといえる．こ

栽培（以下ハウス栽培），特に葉菜類の栽培において

のことから，土壌水分センサに要求される精度は約 3

灌漑最適化の需要が高いので，このシステムでは基本

%程度であると分かる．土壌は耕起時のムラや，団粒

的に葉菜類のハウス栽培を想定した設計としたが，そ

構造の違いなどにより，同一のハウス・圃場内でもば

の他の作物のハウス栽培はもちろん，北海道を除く小

らつきが生じることが避けられず，センサの土壌水分

規模な水稲栽培であれば水位モニタリングシステムと

測定値も地点ごとのばらつきの影響を受ける．しかし，

しても利用可能である．開発過程で実際の農業法人な

絶対値にはずれがあっても，相対的な変化の傾向につ

どからのヒアリングを通して明らかになった要求仕様

いては水分変化を引き起こす日射・気温・湿度・灌水

は以下である．

などの外的要因が同一であれば，おおむね一致する．

a) 測 定 項 目

ハウス栽培の場合，適切に管理されていれば，事前に

灌漑最適化を想定した場合，土壌水分量を表す体積

水分量はほぼ同じになるように調整した上で栽培を開

含水率ないし土壌マトリックポテンシャルが最も重要

始するため，栽培開始時を基準とした相対値をもとに

な測定項目となる．植物の乾燥ストレスを知るにはマ

評価することとすれば，絶対値にばらつきがあったと

トリックポテンシャルが必要だが，直感的な指標では

しても補正できる．

ないため，一般農家の中では体積含水率が好まれる傾

c) コ ス ト

向にある．土壌環境は深度によって大きく異なるので，

ハウス栽培においては通常 1 棟ごとに栽培スケジュー

1 地点で複数深度の測定を行うことが望ましい．深さ

ルをたてて管理するため，一つのハウスにつき一つの

5〜10 cm 程度までの表層は土壌表面からの蒸発によっ

センサを設置して，栽培工程に反映することとなる．

て乾燥しやすいが，降雨・灌水時にはいち早く変動す

ビニールハウスの価格は，普及しているパイプハウス

る．播種後の発芽までや生育初期は作物は深部の水分

で 10a 当り約 500 万円程度で，耐用年数は通常 10 年

にはアクセスできないため，表層の水分を高く保たな

程度である [17]．センサはあくまで補助装置であるこ

ければならない．生育後期は作物は深部からも水を獲

とを考えると，センサシステムのみに数十万円以上を

得できるため，むしろ表層は乾燥気味に管理すること

費やすことは難しい．施設野菜農家の 10a の年間粗

で，病害虫・雑草の発生を抑制できる．一方，深さ 10

収益は比較的高付加価値な果菜類で 200〜400 万円で，

cm を超える深部は水分量の変動こそ小さいが，深部

所得は 100〜200 万円程度である [18]．センサ導入に

まで根部が到達する生育後期の成長を左右するため，

よる効用として期待される適正水分量の維持による収

生育後期まで適正量が維持されている必要がある．ハ

量増・生育期間短縮・病害虫対策の軽減による効果は

ウス栽培の場合，耕起するのは 30〜40 cm 程度で，そ

今後の運用実績を待つ必要があるが，仮に収益への貢

の下には耕盤と呼ばれる硬くしまった層が形成され，

献度が 5%程度にとどまったとしても，十万円程度で

作物の根は侵入が困難なので，深さは最大でも 30 cm

複数年運用可能なら十分な費用対効果が得られる．セ

程度，縦方向の測定点数は 2〜3 点程度あればよい．

ンサ電極など，損傷の可能性がある部品については数

b) 精

度

百〜数千円程度で交換・修復可能であることが望まし

実際の栽培での利用を考えた際の要求精度は，栽

い．農業においても人件費削減は生産性向上に欠かせ

培のマニュアルにおいて，どの程度の細かさで管理を

ないため，センサの設置・撤去・メンテナンスは簡便

行っているかが参考となる．栽培指導等では水分管理

かつ容易でなければならない．既存のセンサの設置方

の目安としてテンシオメーターを用いて測定した pF

法への不満点としては，事前に大きな穴を掘らなけれ
401
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ばならないこと，ケーブルの取り回し・管理が煩雑で
あることがよく挙げられているので，こうした点につ
いては改善が必要である．

d) 耐 久 性
農期は作物によるが果樹を除けば，多くの作物は 1
年以内に栽培が完了する．栽培開始時にセンサを設置
し，栽培完了時に回収するとすれば，連続運用期間は
最大で 1 年程度としてよく，電池寿命もそれを目標と

図 1 土壌パラメータの種類と適した測定方法
Fig. 1 Soil parameters and suitable measurement
methods.

するのが現実的である．最も消耗・損傷のリスクが大
きいのは土壌に接するセンサ電極部分であり，設置・
回収を繰り返すうちに土中の石などで損傷することは

としても運用上問題は生じない．

想定しておかなければならない．また，ケーブル類は

2. 1 土壌センサの種類と用途

野生動物等によって破断される事例が多いため，極力

水耕栽培や植物工場など，土壌に依存しない農業も

ケーブルを露出させずに使用できるようにすることで

登場しつつあるが，依然として適切な土壌管理は農業

耐久性が向上する．ハウスの耐用年数が 10 年程度の

において非常に重要な位置を占め，土壌環境を把握す

ため，センサも適宜消耗部品の交換を行いつつ半分の

る土壌センサへの期待は大きい．図 1 に営農上重要

5 年程度は運用できることが望ましい．

な指標とされる土壌パラメータを示す．土壌水分を表

e) 電

源

す体積含水率・マトリックポテンシャルなど栽培期間

施設野菜農家は数十アール程度の農地に 10〜20 棟

中に変動することが予想されるパラメータは頻繁な測

程度のハウスを並べ栽培を行っていることが多い．ハ

定が必要となるため，センサネットワークを用いた継

ウス栽培では灌水用のポンプなどの電動機・換気扇等

続モニタリングが望ましい．一方で，pH 等の化学的

を利用するため，通常こうしたハウス群のいずれかの

特性は比較的緩やかに変動するため，継続してのモニ

場所に AC 100 V ないし 200 V の電源が供給されて

タリングは必ずしも必要ではなく，作付け前などに収

いるが，各棟に電源があるわけではない．よって，各

集したサンプルを，より詳細なデータが得られる土壌

棟に配置するセンサは電池駆動である必要があるが，

診断にかけることが現実的である．提案する土壌モニ

ハウス群からデータを収集・中継するゲートウェイは

タリングシステムでは，土壌水分関係の体積含水率・

固定電源での駆動を想定しても問題ない．ただし，水

土壌マトリックポテンシャル・水田水位を主に対象と

田や大規模露地栽培の場合は圃場内での固定電源の確

するが，地温・EC の測定への拡張も容易となってい

保が難しいケースもあるので，その場合は太陽光発電

る．一方で，化学的特性については土壌診断を併用す

などを用いた電源確保も検討しなければならない．

ることでの対応を想定している．これらの土壌パラ

f) 通

信

メータの中でも，土壌水分は適切に管理することで，

通信環境については，ハウスは住宅地と混在して存

作物の生育を助け，病害虫・雑草の予防にもつながる

在するため，通常 3G や LTE 等の携帯電話回線への

ため，土壌水分センサを活用した灌漑最適化が広く検

接続は確保されている．ゲートウェイとセンサ間を近

討されている．灌水最適化にあたっては，ある体積の

距離無線で接続することを想定した場合，100m 程度

土壌が含有する水の体積を比率で表した体積含水率が

の通信範囲があれば，こうしたハウス群全体をカバー

広く用いられるが，土壌内の水がもつポテンシャルエ

することは難しくない．灌水時を除いて，土壌水分は

ネルギーのうち土壌構造に起因するものを表す土壌マ

ゆるやかに変動するため 1 時間に 1 回程度の測定で問

トリックポテンシャルといった指標も用いられており，

題なく，ネットワークに要求される速度は高くないが，

農業者には pF 値として知られている．土壌や植物の

ゲートウェイには数十台のセンサからデータが集約さ

根に含まれる水は，水がもつポテンシャルエネルギー

れるため，Low Power Wide Area (LPWA) のように

が平衡に達するように移動するため，ポテンシャルエ

速度が絞られた規格を使用する際には留意しなければ

ネルギーの勾配を把握することが土壌と植物の水の移

ならない．なお，灌水含め栽培工程は日ごとに決めら

動・植物にかかる水ストレスの把握につながる．

れるため，データの反映に数時間程度の遅延があった
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体積含水率の測定方法としては，水の誘電率が土壌
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や空気に比べて非常に大きい (εr  80) ことを利用
し，土壌の誘電率から体積含水率を求める方法がよく
用いられる．ただし，誘電率と体積含水率の関係は土
壌ごとに異なるので，正確な測定には土壌ごとに校正
する必要が生じる．誘電率測定の方法としては，Time

Domain Reﬂectometry(TDR) が最も信頼性の高い測
定方法とされるが [19]〜[21]，ロガーが極めて高価で
大規模導入は難しい．センサのもつ静電容量を通して
誘電率を推定する静電容量式のセンサは，比較的利用
しやすいセンサとして，METER 社の 5TE [22] 等が
普及しているが，これらのセンサも高精度であるもの
の複数深度を測定しつつ，無線機能を有して遠隔で確
認するとなると全体でのコストが数十万円に達してし
まうことも珍しくなく，一般農家には手が届くもので
はなかった．また，ケーブルの接続等が煩雑で設置の
手間もかかるものが多い．土壌マトリックポテンシャ
ルの測定には，密封されたシリンダー内の脱気水が
ポーラスカップを通して土壌に吸い出される負圧を測
定するテンシオメーター（pF 計とも呼ばれる）[16] が
古くから用いられてきたが，土壌に吸い出された脱気

図 2 （上）センサ電極交換可能な土壌センサ（下）差し
替え可能なセンサ電極
Fig. 2 (Top) Soil moisture sensor with exchangeable
sensor electrodes. (Bottom) Variation of sensor electrodes.

水を定期的に補給する必要があるなど，運用の手間が
かかることが問題であった．そこで，体積含水率とマ

の施肥最適化は施肥コスト削減などにつながる．なお，

トリックポテンシャルの関係性が既知の多孔質材料を

土壌の EC は水分量及び温度によっても変動するため，

用いて間接的に求めるセンサが開発されている [23]．

施肥最適化に用いるには，これらのパラメータも併せ

多孔質体と土壌が接触して水移動が完了するのに十分

て測定した上で，土壌内溶液の EC による影響のみを

な時間が経過すれば，多孔質体内の水と土壌の水のポ

分離する必要がある．また，植物ごとに適した土壌 pH

テンシャルは平衡状態にあり等しいと考えられる．そ

があるため，酸性に偏っている場合は石灰を施用する

こで，多孔質体の体積含水率を誘電率から求めて，既

などの pH 調整の処理が行われるが，こうした処理は

知のマトリックポテンシャルと体積含水率の関係から

通常栽培前に行い，栽培期間中には行わないので，継

土壌のマトリックポテンシャルが求まる．この方式で

続モニタリングへのニーズは高くない．根菜類などは

は，誘電率の測定対象は多孔質体に限定され，土壌ご

地温によって病害の発生リスクが変動するため，地温

との校正が不要なので，マトリックポテンシャルセン

も重要な指標となる．また，北海道のように土壌凍結

サは校正不要な土壌水分センサともいえる．ただし，

が発生する地域では凍結深度によって，植生が影響を

マトリックポテンシャルについても，自動給水機能付

受けるので，冬季の地温は春以降の栽培にあたって参

きのテンシオメーター，専用に作られた多孔質体を用

考となる指標である．土壌微生物が作物生育に与える

いた静電容量式ともに高価で，研究用途以外での利用

影響が大きいことは経験的に知られているが，測定及

は難しかった．

び生育への影響の評価ともに発展途上である．

土壌水分以外の土壌パラメータとしては，窒素・リ

2. 2 土壌モニタリングシステム

ン酸・カリウムなどのイオン濃度，pH，温度などが

こうした背景のもと，我々はプリンテッドエレクト

挙げられる．元素ごとに分離してのイオン濃度測定は

ロニクスを活用した量産性の高いセンサ電極と，汎用

一般に研究室内での測定となり，時間と費用を要する

マイコンを用いた共通センサロガーからなる土壌セン

ので，EC を通して大まかな総量を把握して施肥のタ

サを開発した（図 2）．表 1 に前述の土壌モニタリン

イミングの判断に用いることが多い．茶など追肥の頻

グシステムに求められる必要要件と，既存のセンサの

度・量が多い作物については EC をモニタリングして

比較を示す．精度面では既存センサが優れるが，無線
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表 1 土壌モニタリングシステムに求められる要件と，既存センサとの比較
Table 1 Requirements for soil monitoring system and comparison with existing
sensors.
項目
測定項目
精度
コスト（センサ）
コスト（ゲートウェイ）
耐久性
電源（センサ）
電源（ゲートウェイ）
通信
遅延

必要要件
複数深度の体積含水率
±3%
10 万円以下
10 万円以下
消耗部品は交換可能
電池駆動の場合，寿命 1 年以上
固定電源または太陽電池
半径 100m 程度の通信範囲
数時間以内

提案システム
複数深度の体積含水率
±3%
約 10 万円
約 10 万円
センサ電極は交換可能
単三電池 2 本で約 1 年
固定電源または太陽電池
半径 100m 程度
3 分ごとに同期

METER 5TE センサ+EM50 ロガー
単一深度の体積含水率・地温・EC
± 1〜2（校正時）%
センサ 約 5 万円 + ロガー 約 10 万円
3G 機能付きロガー 約 23 万円
ケーブル損傷の場合はセンサの交換が必要
単三電池 5 本で 8〜12 カ月
単三電池 5 本で 3〜6 カ月
ロガーが直接携帯回線に接続
1 日最大 6 回（4 時間おき）

でのデータアップロード機能を含めた際のコストや電
池寿命，遅延などについては提案システムが優れる．
測定項目についても，土壌水分のみならず拡張可能な
設計となっている．このセンサではセンサ電極を差し
替えることで，共通のロガーを用いて土壌水分量（体
積含水率），地温，土壌の EC，土壌マトリックポテン
シャルの測定が可能であり，更には水田水位計にもそ
のまま転用できる．農家によって，測定したい深さ・
点数・パラメーターは多様であり，電極の差し替えで
簡単に切り替え可能であることのメリットは大きい．
差し替える電極はチップレスかつ薄膜上に実装してい
ることから，印刷技術を応用したロールツーロールで
の実装が可能で，量産効率が高い．現在はセンサ電極
は数十本単位の少数ロットでの生産のため，1 本当り
数千円のコストがかかるが，大量生産になれば，コス

図 3 土壌モニタリングシステムのネットワーク概略
Fig. 3 Overview of developed soil monitoring network.

トは大幅に下げられる見込みである．既存のセンサも

1 種類のロガーで複数のタイプのセンサに対応可能に
なっているものの，センサ側で AD 変換まで行って，
デジタル通信で測定結果をロガーに集約する形式のた
め，センサひとつひとつに測定マイコンが必要になり
高価になりがちである．
ま た ，こ の 土 壌 セ ン サ は 920 MHz 帯 の IEEE

802.15.4 g の通信機能を有し，図 3 に示すように，
土壌の測定データを，ゲートウェイを介してクラウド
に集約する無線センサネットワークとして機能する．
農業用センサでは 3G などの携帯電話回線に直接接
続するものが多いが [1]〜[4]，3G 通信モジュールは近
距離無線モジュールに比べ高価で，回線利用料金もセ
ンサごとに発生するため，センサ数が増えると通信
コストが問題になる．そこで，Wi-Fi 等を使って，周
辺のセンサデータをゲートウェイに集約した上でアッ
プロードする方法が考えられる．先の要件に挙げた
ように，電池駆動で 1 年の寿命を目指すには，待機
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時の消費電力を抑える必要があるので，低消費電力
な Buletooh Low Energy (BLE) や IEEE 802.15.4,

IEEE 802.15.4 g などが候補となる．2.4 GHz 帯の電
波は作物に含まれる水分による吸収が顕著で [24]，通
信経路上に作物が存在すると通信性能が劣化するが，

IEEE 802.15.4 g は 920 MHz 帯を使用するため，比
較的作物の影響を受けにくい．通信距離は 100 m 程度
のため，今回メインのユーザとして想定しているハウ
ス栽培であれば，IEEE 802.15.4 g の通信範囲でも十
分であると考える．ただし，大規模畑作で運用する場
合は多くのゲートウェイを用意する必要が生じるので，

LPWA などより通信範囲の広い規格の導入を検討す
る必要がある．この無線センサネットワーク機能によ
り，土壌環境のデータがリアルタイムにクラウド上に
集約されるので，それを分析し灌水の制御に即時反映
できる．センサからゲートウェイまでは信頼性・簡便
性を重視しシンプルなシングルホップ型の通信を採用
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している．農業用センサでは広大な農地をカバーする
ため，マルチホップ型の無線センサネットワークの活
用が検討されているが，土壌センサについてはデータ
量も少なく，リアルタイム性も要求されないため，む
しろシンプルな構成の方が，ユーザとなる農家にとっ
ても理解しやすく，メンテナンスやトラブル対応が容
易で都合がよい．一方で，植物体に含有される水分や，
ハウスの骨組みの影響などで，圃場における通信品質

図 4

10 cm，20 cm の体積含水率測定用のセンサ電極．
測定深度は栽培対象作物によって異なるため，複数
種類用意している [26]．
Fig. 4 Sensor electrodes for measuring volumetric
water content in 10 cm and 20 cm.

は劣悪であることが多く，通信の不安定性が問題とな
ることは多い．これは多くの場合，作物が生長するに
伴いアンテナを覆ってしまったなど，不可逆的な環境
変化に起因するものであり，パケット再送など通信プ
ロトコルでの対処には限界がある．こうした問題に対
しては人的労力を投入して対応せざるを得ないため，
効率良くトラブル解決するメンテナンスの枠組みを設
計するなどの取り組みも有意義であると考える [25]．

2. 3 汎用マイコン内蔵定電流モジュールを用いた
高精度測定
我々のセンサでは，静電容量測定がタッチパネル等
で広く使われるようになり，汎用マイコンでも容易
に測定可能になってきたことに着目し，そうした汎用

図5

土壌水分センサの校正結果．3 次の多項式近似で変
換式を求め，静電容量から体積含水率を計算する．
Fig. 5 Calibration result of soil moisture sensor. Cubic polynomial approximation enables to convert capacitance to volumetric water content.

部品を利用して，価格を抑えている．PIC マイコン
に内蔵されている Charge Time Measurement Unit

(CTMU) は定電流源として機能させることができ，

PET 板にレジストコーティングで絶縁された薄膜電極
（50µm 厚 PET 基材に 12µm 厚の銅でパターン作成）

様々な用途で利用可能である．CTMU を用いること

を張り付けて作成している．この静電容量測定を用い

で，単一のマイコンチップで制御・測定が完了し，測

て，図 4 のようなセンサ電極の極板間の静電容量を測

定用回路を別途用意する必要がないため，製造コス

定することで，土壌水分量の推定が可能である．土壌

トを抑えることができる．また，充電時間も回路変更

の誘電率は体積含水率に大きく影響され，誘電率と体

なくµs 単位で調整可能なため，センシングパラメー

積含水率の関係は 3 次の多項式で近似できるとされて

タの調整も容易である．抵抗測定に使用する場合は，

おり [19]，土壌に接触するセンサ電極の静電容量と体

単純に既知の電流を流した際の端子電圧 V を測定し

積含水率の関係も同様に近似できる．乾燥炉内で 10

R = V /I の関係から抵抗 R を求めればよい．土壌の

分おきに土壌の質量と埋設したセンサの静電容量を測

電気伝導度 (EC) を測定する場合，単純に銅などの金

定し，土壌質量，土壌の完全乾燥質量，そしてサンプ

属電極を土中に露出させると測定を通した電食の影響

ルとして使用した土壌の体積から算出した体積含水率

で正極が劣化するため，導電性のカーボン塗料でコー

と静電容量の関係を示したのが図 5 である．こうして

ティングする等の処理によって電極を保護する．NTC

得られた 3 次の近似式を用いて，測定した静電容量か

サーミスタを使用すれば，抵抗の測定を通して温度を

ら土壌の体積含水率を求める．ただし，この関係式は

知ることができるので，プローブ上にサーミスタを配

土壌ごとに異なり，正確な測定のためには対象土壌ご

置することで地温センサとして用いることができる．

とに同様の校正実験を行わなけばならない．図 6 に体

静電容量測定に使用する場合は，センサ電極に既知

積含水率測定によく用いられる Decagon Device 社製

の電流 I を一定時間 T 流すことで，電極に既定の電荷

（現 METER 社）5TE と開発したセンサ (SenSprout

Q = IT をためることができるので，端子電圧 V を測

Pro) の体積含水率測定結果の比較を示す．ここでは，

定し C = IT /V の関係性から静電容量 C を求める．

千葉県市川市の圃場において，隣接する二つの畝（畝

なお，この静電容量センサのセンサ電極は 5mm 厚の

1，畝 2）にそれぞれ 2 種類のセンサを地下 10cm に設
405

電子情報通信学会論文誌 2019/6 Vol. J102–B No. 6

図 6

開発したセンサと Decagon Device 社製 5TE の
比較
Fig. 6 Comparison of developed sensor and 5TE by
Decagon Devices Inc.

置した．本圃場は火山灰土で，露地栽培のため，水分
量の変動は降雨によるものであるが，双方のセンサで
変化の傾向を捉えられている．畝 1 に設置したセンサ
では 9/18-19 にかけて測定水分量が落ち込む現象が見

図7

熊本県益城町のハウス内での土壌水分測定結果（地
下 4 cm，10 cm）
Fig. 7 Soil moisture in 4 cm and 10 cm depth in 3
green houses at Mashiki, Kumamoto, Japan.

られた．これは強風や野生動物の接触等により，セン
サに振動が加わり，センサ電極と土壌の密着が一時的
に失われたためと考えられる．開発したセンサは 5TE
に比べ測定範囲が狭く，センサと土壌との密着性に影
響を受けやすいが，複数深度を測定する際の設置が容
易で，ケーブルレスであることによって農作業の邪魔
になりにくいなど実用上の利便性は高い．密着性の問
題も，センサと土壌の密着性を安定させるための治具
を用いるなどの設置方法の工夫で軽減可能である．
国内の露地栽培では，灌漑せずに雨水のみでも栽培
が可能であることも多く，灌漑最適化は主にハウス栽
培でニーズが高い．図 7 に熊本県益城町の株式会社果
実堂の三つのハウス (5,7,9) 内での土壌水分測定の結果
を示す．設置・灌水直後の地下 4cm の水分量は 40%程
度，灌水が行われる直前の水分量はおおむね 15%付近
で安定している．播種・センサ設置前に長時間の灌水

図 8

多孔質体を用いたマトリックポテンシャルセンサ
（上）．多孔質体の体積含水率を示す静電容量とポテ
ンシャルの対応関係（下）からマトリックポテンシャ
ルを求める
Fig. 8 (Top) Soil matric potential sensor using
porous material. (Bottom) Relationship between capacitance and potential.

を行っているため，測定開始時の土壌水分量はおおむ
ね圃場容水量にそろっていると考えられる．また灌水
マニュアルに従った灌水がなされているため，灌水開

(Ψm [pF] = log10 (−10.197Ψm [kPa]) で換算される．

始の水分量も大きく異ならないと考えられるので，妥

植物はこの負圧に打ち勝って根から土中水を得る必要

当な測定結果であるといえる．このような測定データ

があるため，植物の水ストレスを直接的に示す指標と

と，いつ何分間灌水したか，結果として収量はどの程

して用いられ，土中・植物中の水移動の解析に役立て

度であったかというデータを蓄積していけば，栽培最

られる．マトリックポテンシャルはポテンシャルと体

適化や自動化につなげることができると考える．

積含水率の関係性が既知の多孔質体を測定対象土壌と

土壌の水分量を表す指標として，体積含水率の他

接触させ，平衡に達したのちに多孔質体の体積含水率

に土壌マトリックポテンシャル Ψm がある．これは

を測定することで間接的に求められる [23]．多孔質体

土中水のポテンシャルエネルギーのうち，土壌構造

の体積含水率は土壌の体積含水率同様に，静電容量セ

による毛細管現象に起因するもので，単位は kPa で，

ンサを利用して測定できるため，図 8 上のように土壌

常に負の値をとる．農業でよく用いられる pF 値は

水分センサのセンサ電極上に多孔質体（ケイカルボー
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ド）を付加することで，図 8 下に示すような静電容量

電容量を通して，自己校正 [27] を行った上で水位を求

と土壌マトリックポテンシャルの関係を通して，マト

められる．メイン電極の静電容量 C は全長 L，電極幅

リックポテンシャルセンサとして機能させることがで

W ，水没長 l，水中にある場合の単位面積当り静電容

きる．なお，図 8 下は基準となるポテンシャルセンサ

量 Cw ，空気中にある場合の単位面積当り静電容量 Ca

として METER 社の MPS-6 を用いて，飽和するまで

を用いて C = {lCw + (L − l)Ca }W として求められ，

浸水させてから乾燥させる過程で 10 分おきに開発し

ここから l が逆算できる．Cw ，Ca は校正用電極がそ

たセンサの静電容量とマトリックポテンシャルを測定

れぞれ，完全に水中・空気中にあれば容易に求めるこ

して得たものである．マトリックポテンシャルセンサ

とができる．ただし，水中用の校正電極については配

は特性が既知の多孔質体の測定を通して測定している

線部が水に接触することで発生する静電容量が比較的

ので，土壌ごとの校正が不要であるというメリットが

大きいため，配線のみのパターンを横に配置して，配

あるが，平衡に達するまでの遅延があること，直観的

線部で発生している容量を実測し，差し引いておく必

指標ではなく一般農家からの認知度が低いことなどの

要がある．この自己校正機能により，水質による影響

問題があり，体積含水率との併用が望ましい．

を排することができ，1〜2 cm の誤差範囲内で水位計

更に，この静電容量測定は水位計にも応用可能であ

測ができた．この水位計を茨城県小美玉市有限会社ユ

る．水位計は防災用途の河川水位のモニタリング等で

ニオンファームの隣接する水田 2 枚にそれぞれ一つず

活用されているが，総じて高価格であり，水田の水位

つ設置し，水位変化を測定したものが図 9（下）であ

の管理など農業用途には適しなかった．また，我が国

る．これらの水田では，日中のみ給水し夜間は止水し

では，農地の分散化が進み，広域に水田を有する農家

ているため日変動がみられるが，水田 1 に比べ，水田

は水位の監視・管理に大きな労力を割いている．近年

2 は保水性にやや難があり，水位変動が大きいことが

は稲作からの転作も進んでおり，畑作・施設園芸など

観測された．この水位計と遠隔操作可能な水栓を用い

も並行して手掛ける農家も多いため，水田に水をはる

て水田水位の管理と連動させれば，水田の水位管理は

夏期以外は他の用途でも活用できる機器の方が望まし

ほぼ自動で行えるものと見込んでいる．

い．そこで，我々は土壌センサと共通のプラットホー
ム，センサロガーで使用できる低価格水位計を開発し
た．この水位計では，図 9（上）に示すようなセンサ電

3. 完全制御型植物工場における環境制御
レシピ探索

極を用い，メイン電極に加え，二つの校正用電極（水

2. で紹介したようなセンサを活用することで，土

中・空気中），配線容量除去用のパターンの四つの静

壌水分をはじめとした環境情報を得ることができる
が，それを有効に活用するためには，環境と作物生育
の関係性を明らかにし，最適な栽培管理方法を見出さ
なければならない．そこで，我々は機械学習を用いた
植物の環境応答のモデリングに取り組んでいる．収量
予測や栽培最適化のための生育シミュレーションを行
う作物モデルは穀類を中心に数多く提案されている
が，これは主に植物生理の知見をもとに多くの前提や
仮定をおいて，複雑な作物生育過程を簡単化した生育
モデルである．こうしたモデルは，作物の種類ごとに
使い分けが必要なのはもちろん，品種ごとの違いも大
きいことが知られている．近年，植物の生育状態のセ
ンシングが簡便化され，Personal Food Computer の

図9

静電容量式の自己校正機能付き水位計と，水田（茨
城県小美玉市）における水位モニタリング結果
Fig. 9 Capacitive water level sensor with selfcalibration which has 2 calibration electrodes
and its ﬁeld measurements result in paddy
ﬁelds (Omitama, Ibaraki, Japan).

ようにオープンソースハードウェアの完全制御型の小
型植物工場も登場した．こうしたハードウェアを用い
れば，従来よりも粒度の細かいデータが収集できる可
能性があり，そうしたデータを用いれば，ヒューリス
ティックな仮定・前提をなるべく排した，より一般性
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図 11

図 10

オープンハードウェアで構成される簡易的な完全
制御型植物工場 Personal Food Computer
Fig. 10 Personal Food Computer: a completely controlled plant factory with open hardware.

成長率がレシピによって一定であるという仮定を
おいたときの，観測される葉面積値の状態空間モ
デル
Fig. 11 Leaf area growth model with assumption
that relationship between recipe and growth
rate is constant during the experiment.

当てはめている．レシピは目標とする各環境の目標値
の高い作物生育モデルを作成できる可能性がある．過

を表したベクトルであり，成長率は葉面積の増加量か

去にも Neural Network を用いて作物生育をモデリン

ら算出されるスカラ値である．バンディット問題とし

グしようとする試みはなされてきたが [28]，これらの

て成立するためには以下の二つの条件が必要である．

自由度の高い時系列モデルでは学習に要するデータ
量が膨大で，たとえ効率的な機材を有していても，作
物生育データを十分に集めることは難しい．こうした

•

一定のレシピのもとで観測される成長率は一定

である．

•

成長率は即時的に得られ，入力したレシピと対

背景のもと，我々はデータの収集過程を含めて，短い

応する．

期間でより良いレシピを発見する手法を提案した．こ

以降ではこの前提条件が成立すると仮定して図 11，ベ

の手法では，作物の生育を代表する葉面積の成長率が

イズ最適化によるレシピの動的選択手法について述

現時点の作物の状態と周辺環境によって決定されると

べる．

いう単純なモデルを仮定することで，作物生育をバン

3. 1. 1 成長率モデル

ディット問題とみなして，探索と活用のトレードオフ

植物は主に光合成を通じて成長し，葉が大きくなる

を考慮したレシピ探索手法としてベイズ最適化を用

ほど光合成量も増加するため，栄養成長期には指数的

いた探索を適用した．実験は，先に挙げた Personal

成長を示す．この現象は Blackman のモデルとして以

Food Computer を用い，日射時間を制御して行った

下の式で表される．

（図 10）．ここで設定した葉面積の成長率が一定とい
う仮定は，栄養生長が支配的な生育ステージに限って
成立する．発芽直後から子葉が展開し，本葉が発生す
るまでは，子葉と本葉の形状が異なることからも分か
るように，葉面積の成長率は一定ではない．また，生
殖生長が始まり開花や結実が生じると，光合成で得ら
れた同化産物の多くが花や果実に供給され，葉の成長

dS
=r·S
dt

(1)

ここで S は葉面積，r は成長率を表し，一般的に成長
率は環境や生育ステージによって変化する．
レシピの探索を高速に行うために，成長率がレシピ
の関数とし式 (2) 及び式 (3) によって表されるモデル
を提案する．

が抑制されるため，やはり成長率一定の仮定は成立し
ない．限定的なステージでのみ成立する仮定ではある
が，葉を直接利用するリーフレタス・小松菜等の葉菜
類であれば，葉面積成長率の最大化が生産性に直結す
るため，十分に有益であると考える．


St+1
∼ N (St+1 , σ 2 )

(2)

St+1 − St
= F (at ) · St
Δt

(3)

St は時刻 t における葉面積の真の値，St は時刻 t に

3. 1 ベイズ最適化を用いた最適栽培制御則探索

おける葉面積の観測値，Δt はレシピの変更周期を表

バンディット問題における「行動」と「報酬」を，そ

す．σ 2 は観測によって生じる誤差を分散として表し，

れぞれ「入力するレシピ」と「観測される成長率」に
408
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表2

実験期間中に適用したレシピの環境制御の各値．昼
夜を交互に繰り返す．
Table 2 Environment control parameters for each
recipe. Iterating daytime and night conditions.
昼
夜

時間
17 時間
7 時間

照明 気温
ON
23◦ C
OFF 21◦ C

pH
6.0
6.0

換気間隔
2 時間
2 時間

ピのベクトル表現である at を変数とする関数 F (at )
によって表現できると仮定した．これによって日ごと
のレシピに対して観測される成長率を観測しながら，
次に試すレシピを賢く選択することで，最適なレシピ
をより早く発見できる．
以降では rt = F (at ) とし，成長率 rt を報酬とした
バンディット問題とするための手続きを示す．
式 (2) 及び式 (3) で定義したモデルは，観測される
成長率を報酬として，報酬を最大とするように翌日の

図 12

ガウス過程に従うことを仮定したときの成長率の
観測点と予測分布，信頼区間を示したグラフ（上
段）．下段は式 (4) に示した活性化関数の値を示し
ており，これを最大とする日照時間を次のレシピ
として選択することでベイズ最適な探索が可能と
なる．
Fig. 12 (Top) Growth rate observation, prediction
and conﬁdence interval with assumption of
gaussian process. (Bottom) Utility function
to ﬁgure out appropriate day duration for
next observation.

レシピを選択する連続腕バンディット問題とみなせる．
ここで関数 F がガウス過程に従うことを仮定すれば，
信頼上限を最大とするレシピを常に選択する，ベイズ
最適化を用いて効率的な探索が可能となる．
報 酬 と し て 観 測 さ れ た 成 長 率 の 集 合 rt

=

{r1 , r2 , ...., rt }，レ シ ピ ベ ク ト ル の 集 合 at

=

{a1 , a2 , ...., at } があるとき，F (at ) の信頼上限 μa (t)
は以下の式で求められる [29]．

μa (t) = μ(a|rt ) + αt · σ(a|rt )

(4)

ここで，μ(a|rt ) は成長率 rt が観測されたときにレシ
ピ a を選択したときに得られる成長率の期待値を表し，

σ(a|rt ) は分散を表す．αt は信頼度を表すパラメータ
である．μ(a|rt ), σ(a|rt ) は関数 F がガウス過程に従

図 13

図 12 の時点から 5 日間実験を継続して行った後の
成長率の観測点と予測分布，信頼区間を示したグ
ラフ（上段）と活性化関数を示したグラフ（下段）
Fig. 13 Growth rate observation and prediction after
5 days experiment from Fig. 12.

うと仮定したとき，rt , at より求められる．各時刻 t
において μa (t) を最大化するレシピ at を選択すること

定するべき日照時間 x であり，このグラフによれば

で，ベイズ最適な探索が可能となる．これは Gaussian

x = 24.0 として次のレシピを選択すればよいことが

Process UCB 方策（GP-UCB 方策）と呼ばれる．

分かる．図 12 の時点から 5 日間実験を行い，ベイズ

3. 1. 2 ベイズ最適化による翌日のレシピ選択

最適なレシピを選択し続けた．この時点での成長率の

本実験では，表 2 に示したレシピにおいてベイズ

予測分布及び信頼区間，そして活性化関数を図 13 に

最適な翌日レシピを選択することにより探索と活用

示す．照明時間 x が 8.0 < x < 20.0 の範囲では，照

の最適化を図る．最適化の対象は日照時間 x であ

明時間が大きいほど成長率も大きいという植物の光

り，8.0 < x < 24.0 の範囲とした．初期状態として

合成を捉えることができている．一方で 20.0 < x で

x = (12, 16, 20) に対する成長率は取得済みであり，そ

は成長率が減少している．常に照明を付けているより

の事前予測の平均値と信頼上限区間を図 12 の上部に

も，一定時間の消灯を行った方が効率良く成長すると

示す．また図 12 の下部には，式 (4) における α を

いう事例も存在しているため，必ずしも成長率は日照

0.01 として，活性化関数の値 μa (t) をプロットした

時間によって単調増加するとはいえない．図 13 はそ

ものが示されている．これを最大にするものが次に設

のような特性を表現している可能性がある．また，図
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上段より成長率の予測値の信頼区間が狭まり，得られ

等の補助がある程度だったりと，Factory Automation

たデータからより高い確度をもって予測を行っている

(FA) やスマートホームなどに比べると大きく遅れを

ことが分かる．また活性化関数を指標として用いてい

とっている．灌水装置は既に電磁弁を使ったタイマー

ることにより，偏りのないサンプリングが実現できて

制御が一般化しており，比較的遠隔操作や自動化が実

いる．植物の環境応答に対して，バンディット問題と

現しやすい．そこで，ハウスの灌水用の電磁弁を遠隔

みなせるための条件を満たすような観測手法及びモデ

で制御可能な灌水制御装置を開発した．表 3 に現在市

ルが存在すれば，提案したベイズ最適化によるレシピ

販されている，遠隔灌水制御装置と開発したものの比

探索手法は有効的であると考えられる．

較を示す．市販品は Wi-Fi 経由の接続となるため，圃

3. 2 センサ・灌水システムとの統合と応用可能性

場に Wi-Fi 環境を用意する必要があり，操作もアプリ

本研究は完全制御型植物工場内での水耕での実験で

からに限定されるが，開発した装置は 3G 経由で直接

はあるが，こうした手法で作物生育モデリングを効率

インターネットに接続しており，Web ブラウザ経由で

的に行えることが示せれば，通常のハウスでの灌水や

操作できる．既存の灌水制御装置でも降雨を検出した

環境制御の最適解探索にも応用可能であると考えてい

場合に灌水をキャンセルする機能や，季節ごとに灌水

る．特に土耕における土壌環境の制御とそれが作物に

量を調整する機能などは備わっているが，直接土壌水

与える影響は，低価格で扱いやすい土壌センサが供給

分センサで土壌の水分を把握した上で調整した方が精

されてこなかったことから，水耕・培地耕に比べて精

密に水分量の管理が行える．図 14 に装置の概略を示

緻な検証は進んでおらず今後の発展が期待される領域
である．既存のデータの積み上げも少ないことから，
本研究で検証したようなベイズ最適化を用いた探索効
率化は有効であると考えている．プロセッシングの過
程では，センシング・アクチュエーションにおける制
約条件に配慮しつつ設計しなければ，現実的ではない
想定を行ってしまう可能性があり，留意が必要である．

4. 遠隔操作可能な灌水制御装置
環境状況をセンシングし，作物生育モデルを用いて
最適化した栽培管理が実現したとしても，最終的な栽
培作業を引き続き人間が行うとすると，省力化効果も
限定され，ヒューマンエラーによる失敗も少なからず
発生すると考えられる．また，作業履歴を都度記録す
る過程も煩雑でミスが生じやすいため，設備制御の集
中管理・自動化が期待される．農業設備の IoT 化に取
り組む資材メーカーは存在するが，多くの農業設備は
未だ手動であったり，電動であっても簡易的なタイマー

Table 3

項目
制御チャンネル数
電磁弁制御電圧
電源
遠隔操作
操作アプリ
センサ連携
天候・季節に応じた調整
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図 14

遠隔操作可能な灌水制御装置の概略．灌水ゲート
ウェイは Web Socket で灌水サーバとのコネクショ
ンを維持しており，クライアントが灌水サーバに
灌水指示を送ると，灌水サーバ経由で灌水指示が
灌水ゲートウェイに到達する．
Fig. 14 Overview of remote irrigation control system. Irrigation gateway keeps connecting
to irrigation server through Web Socket and
client can trigger irrigation through irrigation server.

表 3 灌水制御装置に求められる要件と，既存製品との比較
Requirements for remote irrigation controller and comparison with existing controller.

必要要件
最低 2，連棟の場合 4〜8
AC or DC 24 V
AC 100〜200 V
圃場外から操作可能
マルチプラットホーム
土壌水分センサ
必要

開発した遠隔灌水制御装置
2 または 4
両対応
AC 100〜200 V
3G 経由
Web アプリ
土壌水分センサ
土壌水分センサのデータを見て反映

市販品（Rainbird 社製 ST8-WiFi）
8
AC 24V
AC 120 V
Wi-Fi 経由
専用スマホアプリ
雨滴センサ
過去の気温推移を反映
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