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第 1回：センシングとは 

 

1. はじめに 

第 1回では「農業センシングとは」について、広く全般的な部分や、なぜ農業でセンシングをするか

学んでいきたいと思います。 

「センシング」ですが、言葉を調べると「センサを用いて温度など様々な情報を計測する」と書いて

あります。 

現代社会では、様々な場所や機器、サービスの中にセンサはあり、センサが無いと動かない、又はサ

ービスにならないほど、私たちの生活の中に溶け込んでいます。また、人間の五感や、様々な感覚を数

値化する上においても、センサは無くてはならない重要なものです。 

 

2. スマートフォンはセンサの塊！？ 

例えば皆さんが持っているスマートフォンなどはセンサの塊です。画面をタッチするスイッチ（タッ

チパネルスイッチ）や音声を取得するセンサ、加速度センサや温度センサ、GPS センサなど様々なセン

サが入っています。 

 

  

図 1－1 センサの塊、スマートフォン 

 

現代のテクノロジーを使い、農業の課題を解決していこうとする「スマート農業」という言葉があり

ますが、農業におけるセンシングもその中の一部になります。 

 

3. 本講座のゴール 

本講座のゴールですが、センサの原理や、クラウドやアプリの手法を詳細に学ぶのではなく、農業に

おいても色々なセンサを使えば、労働力の改善や栽培などに広く活用できることを学ぶと共に、センサ

の交換やメンテナンスなどは農家自身で行えるようになることを目標としております。 

 

4. 農業の課題と ICT/IoT の利用 

昨今、日本の農業は、就農者の高齢化の進行により労働者不足が深刻な問題となっており、今まさに

大きな変革が求められています。 そこで、これら日本の農業を取り巻く課題を打開するため、様々な

センシング技術を活用した「農業（スマート農業）」に大きな注目が集まっています。 

今まで多くの労力や、五感を使い記録したセンサデータは、自動化し利活用可能です。前述の通り、
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センシングとは「センサを用いて温度など様々な情報を計測すること」ですが、ハウス園芸では、温度

や湿度を測ったり、露地では主に土壌成分を測ったりしています。 

センサは目視して値を読む、アナログ式のセンサが昔から利用されてきています。例えば、アルコー

ル温度計は人が見て確認し、その温度を営農日誌と呼ばれる紙の帳面に直接記入していきます。温度や

湿度を手書きで記録するのは、現在の環境を把握したり、過去の状態を振り返ったりしながら、細やか

な栽培をしたいという思いからであり、農業では脈々と行われてきました。 

しかし、現代では、デジタルセンサからのデータを自動で取得し、クラウドやデータベースに記録す

ることができます。即ち、人が値を見て手書きで帳面に記録する必要がなくなり、その時間を他の事に

使えるようになります。積算気温や平均気温、飽差などは演算式があれば自動で計算し、収穫時期を予

想したりできます。また、温度が高ければアラートを出したり、よりきめ細やかな栽培をしたりするこ

とも可能になり、農業も精密に行うことができるようになります。 

これに篤農家のデータの見方や栽培技術を形式化することができれば、クラウドに溜まっていくデー

タを利活用して、若い担い手が篤農家と同じ判断で栽培ができるようになるかも知れません。このよう

に考えれば、センサデータは宝の山と言えるでしょう。 

またアルコール温度計を目で見て手で記入する場合は、測定回数が極端に少ないため、データの量も

少なくなかなか溜まっていきません。また、データを数多く取得したとしても、それの作業にかかる時

間（労働工数）も相応に増加します。 

それでも、篤農家はアルコール温度計センサの値を確認したり、経験と勘を用いたりしながら環境を

ジャッジして、適切な栽培を行うように努力されています。もし篤農家のほ場をデジタルセンサでセン

シングすることができれば、篤農家の暗黙知である高い栽培技術が形式知化され、それと同様のジャッ

ジが新規就農者のほ場でも実現するかも知れません。そして、データを分析し、かつデータ量が多くな

れば、精度や信頼度が増し、違う技術等への利活用が可能になるかも知れません。 

ジョイ・ワールド・パシフィック（以下 jwp）では、センサとクラウドを使いプラットフォーム化し

たサービスを 2013年から手がけ、2014 年から農業向けのサービスを開始しています。jwpだけでなく、

農業センシングに係る様々な企業の機器を広くご紹介し、センシングの知識を増やして頂きたいと思い

ます。 

 

用語解説 

・ICT （Information and Communication Technology（情報通信技術） 

情報通信技術の略で、通信技術を活用したコミュニケーションを指します。情報処理だけではなく、

インターネットのような通信技術を利用した産業やサービス等の総称です。 

・IoT （Internet of Things）  

直訳するとモノのインターネットとなり、少し分かりにくい表現です。モノをセンサに置き換えて、

センサがインタ―ネット経由で通信するとすれば分かりやすくなるかも知れません。 

ICT が情報通信技術として幅広いもので、その中にインターネットにつながる IoT があると捉えても

らえれば結構です。 

センサから直接インターネット経由でデータをあげて、データベースに格納すれば、人を介すること

なく、大量のデータを伝送することが可能です。インターネットにつながるパソコンや、スマートフォ

ン等の端末で、それらのデータを確認することができます。 

 また、ほ場でセンサの値を読まなくても、自宅や、外出先で最新のデータから過去のデータまで確認
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することもできます。しかも、多数のセンサをインターネットにつなぐことができます。 

・農業センシング 

 スマート農業と情報通信技術(ICT)が交じり合う、IoT部分の一部が農業におけるセンシングになりま

す。 

 

 図 1-2 センシングのスマート農業と ICT・IoＴとの関係 

 

 

5. スマート農業 

ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産の実現を推進している

新たな農業のことです。 

日本の農業の現場では、担い手の高齢化が急速に進むと共に、労働力不足が深刻な課題となっていま

すが、その解決手段の一つとして注目されています。  

-出典：農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/17009/02.html から- 

 

5.1 スマート農業におけるセンシングの役割と主な利活用 

 

 

 

 

 

 

◆ 栽培、環境・灌水制御、気象・病虫害予測、営農に係る 

   部分の センシングを行い、「見える化」と「自動化」 

●露地・果樹：土壌水分、EC（肥料・塩基）、潅水、気象・病虫害予測(遅霜・黒星病） 

●水稲：水位、水温、地温、気象、カメラ、水門板自動制御（水位） 

●園芸：環境計測、環境制御、遠隔リモート制御、飽差、自動潅水・施肥など 

集めたデータは利活用する 

自動化、労力削減、最適化 
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6. 農業現場で活躍している主なセンサ、センササービス 

 

6.1 土壌水分等を計測するセンサ 

 

 

 

 

 

6.2 水田の水位や水温を測るセンサ 

 

  

 

 

 

 

ARP 土壌水分センサ WD-3-WET-5Y 

 

体積含水率(VMC)、電気伝導度(EC)、温度 

ラピスコンダクタ 土壌水分センサ MJ1011 

pH ： ISFET方式 

EC ： 交流 2電極法 

温度 ： ダイオード式 

ニシム電子 MIHARASU（ミハラス） 

気温、湿度、水位、水温、地温  

べジタリア パディウォッチ PW-2400 

水位、水温、土壌温度 
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6.3 水田の水位や水温を測る、センサと水位調整機能のあるユニット 

 

 

 

 

 

6.4 CO2（二酸化炭素）濃度センサ 

 

 

センスエア K30 

動作原理：NDIR（非分散型赤外線吸収法）方式 

対象ガス：CO₂（二酸化炭素） 

CO₂濃度測定範囲：0～5000ppm 

精度： ±30ppm±3％rdg 

笑農和  paditch 

 

水位、水温の計測はもちろん水位調整

が可能です。減水アラート、詰まりア

ラート機能があり、使用者にメール等

で通知します。 

開水路版とパイプライン版がありま

す。 

 

jwp あぐりセンスクラウド Light-R 

気温、湿度、気圧、静止画カメラ 

計測可能水位： 0-12cm 

分解能 ： 0.5cm 

重量 ： 約 1.5kg 

外形寸法 ： 

 W(250)×H(175)×D(75)mm 
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6.5 日射センサ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

村田製作所 IMGシリーズ 

動作原理：NDIR（非分散型赤外線吸収法）方式 

対象ガス：CO₂（二酸化炭素） 

CO₂濃度測定範囲：0～2000/3000ppm 

精度： ±(50ppm + 5% of reading) 

ELT  S-300 

動作原理：NDIR（非分散型赤外線吸収法）方式 

対象ガス：CO₂（二酸化炭素） 

CO₂濃度測定範囲：0～5000ppm 

精度： ±30ppm±3％ 

英弘電機  小型日射センサ ML-01 

 

シリコンフォトダイオードセンサ搭載の ML-01

は、コンパクトで優れた入射角特性を持つ日射

センサで、太陽光併用型植物工場での日射強度

計測に適しています 

三弘計測サービス  

PV アレイ日射計 PVSS-01 

 

波長範囲：約 400[nm]～約 700[nm]  

測定範囲：0～1[kw/㎡] 

防水性能：IP67相当 
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6.6 磁気センサ 

 

 

 

6.7 複合型センシング（センサ）BOX：環境計測器 

6.7.1 環境計測ボックス（ハウス園芸） 

 

 

 

 

 

 

 

jwp  わなベル（鳥獣害罠検知システム） 

 

箱罠、檻罠、くくり罠に獣がかかった際に、扉

が閉まったり、獣が暴れた際に磁石が離れ、磁

気センサが反応し、検知します。アラートメー

ルが検知した罠を地図上でマッピングします。 

jwp  あぐりセンスクラウド Light-S 

 

温度、湿度、気圧、二酸化炭酸ガス濃度、日射、

土壌水分の他、カメラでほ場の環境を知ること

ができます。UECSのセンサノードとしても使用

できます。 

セラク みどりクラウド 

 

温度、湿度、二酸化炭酸ガス濃度、日射、土壌

水分やカメラなどでほ場の環境を知ることがで

きます。 
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6.7.2 環境計測ボックス（露地、果樹、水稲、屋外） 

 

 

 

 

IT工房Ｚ あぐりログ 

 

温度、湿度、二酸化炭酸ガス濃度、日射、土壌

水分などを計測し、ほ場の環境を知ることがで

きます。 

jwp  あぐりセンスクラウド Light-R 

 

温度、湿度、気圧、日射、土壌水分やカメラで

ほ場の環境を知ることができます。 

セラク みどりクラウド 

 

温度、湿度、二酸化炭酸ガス濃度、日射、土壌

水分やカメラなどで、ほ場の環境を知ることが

できます。 

誠和 プロファインダー 

 

ハウス内の 4つの環境因子（温度、湿度、CO2、

日射量）の測定を行い、グラフ等で表示するこ

とにより、ハウス内環境の状態及びその変化を

視覚的に理解することができる測定器及びソフ

トです。 
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なお、屋外で使用するセンサや、センサボックスは、防水性のあるものが良いでしょう。 

 

7. まとめ 

 

 センシングとは、「センサを用いて温度など様々な情報を計測する」ことです。 

 農業では、光合成や、土壌、肥料や、ほ場環境を知る為にセンサを使いセンシングします。 

 色々なセンサ、センサ BOX 等があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回：まとめ 評価と復習 

1 問 農業で使いそうな計測項目（温度など）を挙げなさい。 

2 問 知っているセンサを挙げなさい。 

3 問 水稲（稲作）で使用するセンサで何を測りますか。 

4 問 オープン水路の田圃の水位調整を行う装置はありますか。 

5 問 屋外で使用するセンサやセンサボックスは防水性のあるものが良いですか。 

  

jwp  LPWA温度湿度センサ（あぐりセンス） 

    (sigfox) 

温度、湿度を計測し、積算温度など算出します。

水稲の積算温度や、消雪日からの積算温度など

露地での運用が可能です。また、乾電池で作動

します。 
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第 2回：センシングをする訳 

 

1. はじめに 

ここでは、何故センシングをするのかその理由を学ぶと共に、土壌センシングにおける pH（水素イオ

ン濃度）と、EC（電気伝導度）とはなにかについて紹介していきます。 

 

1.1 篤技術の継承 

今まで経験と勘で農業を行ってきた篤農家が新規就農者や若い世代にその経験を伝承していこうと

したら、5年や 10年では間に合いません。 

このままでは農業の担い手不足、農村の過疎化、少子高齢化が進み、日本の農業は成り立たなくなっ

てしまいます。そこで、経験と勘という暗黙知を、ほ場環境をセンシングすることで形式化し、篤農家

のほ場環境をコントロールする技術を「見える化」することが求められています。これにより、新規就

農者や若い農業者はその篤技術を真似ることで、早期に篤技術を習得することが可能となり、売上げを

伸ばせることになります。 

ではなぜ新規就農者や若い農業者が早期に篤技術を習得しなければならないのでしょうか。通常、技

術を習得するためには、Plan､Do､Check､Action（PDCA）のサイクルを継続して行います。しかし農業に

おいては、1年で 1回の作付け・収穫をする場合も珍しくありません。この場合、農業の PDCAサイクル

は年 1回しかないことになります。その為、早く技術を身につけないと、収量や品質が向上せず、収入

が上がらなくなってしまいます。 

就農初年度は、収穫まで収入は無いのですが、2 年目、3 年目も赤字のままであれば事業継続をする

ことが困難になります。1、2 年で篤技術の 6～7 割を習得できれば、栽培技術や農業経営面で安定する

ことができます。また、果樹などは、植栽後 5、6年は収穫できない場合もあります。 

 

1.2 篤技術の継承における課題 

篤農家の持つ技術を学び継承するためには 2つの課題があります。まず 1つが、篤技術そのものが「暗

黙知」であり、産地での共有・技能継承が行われないこと。2 つ目が、篤農家の技術の継承と、農地に

合わせた作付け指導や農業経営の指導を同時に行う場が必要になることです。 

そこで、篤農家の「経験と勘」を日々可視化するため、センシングを行い環境制御等のデータを収集・

蓄積することが求められます。そして、それらのデータを分析・利活用すれば、栽培・作業タイミング

などを最適化することが可能になります。 

 

表 2-1 暗黙知と形式知の比較 

暗黙知 形式知 

経験から得られるもので、マニュアル化や

言葉で表現するのが難しい。 

感覚的に判断されている高い農業技術。 

▼ 

人に伝えることが難しい 

マニュアルや数値で伝えることができる過

去の経験。 

方法や手順、事象に関して記録されたもの。 

▼ 

人に伝えやすい 
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2. センサセンシングも 1 つの伝承ツール 

栽培技術の向上、伝承、経営改善など、農業全般の全てをセンサセンシングだけで実現することはで

きません。しかしながらある一部のツールとしては非常に有効です。 

 

2.1 センシングを行うことで期待できること 

 センシングにより、一部の経験という暗黙知を形式知として数値化することで、生産性の向上に向け

て以下のように活用することが期待できます。 

 

・気象や栽培環境をセンシングすることにより、その時の栽培を最適化できる場合があります。 

・篤農家の栽培環境を共有し、その都度の栽培手法が分かれば、高い篤技術を真似ることができます。 

・湿度の状態などで病虫害の発生予測や、最適な土壌の湿り気などを確認できます。 

・植物の生長に必要な光合成を促進する為の温度、湿度、日射、二酸化炭素濃度、水分量を可視化し、

コント―ロールすることで、果実が大きくなり、収量も多くなります。 

・栽培温度、水位などのアラート値（しきい値）を設け、アラートを農業者に出すことで その後の対

策等を迅速に行うことができます。 

・センシングをし続けることで、ビッグデータとなり、その量は多ければ多いほど信頼性が高くなりま

す。そして、そのデータを解析し活用することで、スマート農業の推進につながります。 

 

 

 

    表 2-2 農業就業人口と基幹的農業従事者の推移 

 
出典 農林水産省「農林業センサス」「農業構造動態調査」 

       農林水産省  

https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h23_h/trend/part1/chap3/c3_3_02.html 
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3. センサセンシング要素 

3.1 土壌・施肥 

3.1.1 pH（水素イオン濃度）センシング 

pH（水素イオン濃度）は pH7が中性であり、それより小さい値は酸性を、大きな値はアルカリ性を示

しています。pH は土壌の化学性を特徴づける基本的な項目で、pH の違いにより土壌微生物の活動、土

壌構成物質の形態変化、養分の有効性などが微妙に変化します。 

また、その値は塩基飽和度（土壌の満腹度合）と密接な関係があり、塩基飽和度が低ければ、土壌の

pH は低くなり，塩基飽和度が高ければ土壌の pHも高くなります。おおよそ塩基飽和度が 80％程度で pH

は 6.0～6.5程度になります。 

 

 

表 2-3  pH区分 

pH(H20) 区分 

>8.0 強アルカリ性 

7.6-7.9 弱アルカリ性 

7.3-7.5 微アルカリ性 

6.6-7.2 中性 

6.0-6.5 微酸性 

5.5-5.9 弱酸性 

5.0-5.4 明酸性 

4.5-4.9 強酸性 

<4.4 極強酸性 

 

 

3.1.2 作物の生育と最適な pH 

・土壌 pH改良の目的 

多くの作物は pH6.0～6.5の微酸性領域を好みますが、作物ごとに最適な pHは異なります。畑作物の

なかにはホウレンソウやブドウのように微酸性～中性領域を好むものもあります。 

 

酸性が強い土壌の影響 

酸性が強い土壌では野菜の根が傷む、根がリン酸を吸収しにくくなるなど、野菜にとっては良い条件

ではありません。 

 

アルカリ性が強い土壌の影響 

マグネシウムや鉄などのミネラルの吸収が妨げられ、野菜の育ちが悪くなります。また、病気も発生

しやすくなります。 
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3.1.3 土壌が酸性になる理由 

日本の土壌（黒ボク土などの火山灰土壌）は一般的に酸性寄りです。もともとの性質もありますが、

次のような状態も酸性になる大きな理由です。 

・雨が多いため、土中のアルカリ分（石灰分）が流されること。 

・雨そのものが酸性になっていること。 

・化成肥料を使用すること。（多くが酸性肥料なので酸性土壌をアルカリ性にする） 

酸性土壌をアルカリ性にするには、カキ殻や貝化石などが原料の「有機石灰」や「草木灰」などのア

ルカリ性資材を土に入れます。尚、石灰を撒くことで一時的に中和されますが、雨などによりまた酸性

に傾いてくるので、都度 pH 調整は必要になります。 

  

3.1.4 土壌酸性 

土壌の酸性を表す指標に、pH と酸度があります。pH は土壌酸性の強さを表し、酸度は土壌を酸性に

する物質の全量を表します。pHを調べることは土壌の酸性の程度を、酸度を調べることは酸性矯正のた

めの中和石灰量を知ることが目的です。 

（1）pHのセンシング、pH センサの原理 

①pHの測り方：ガラス電極法 

pH は土壌溶液中及び土壌の陰電荷に吸着している水素イオン(Ｈ+)の濃度を表し、ガラス電極法

で計測するのがスタンダードです。pHガラス電極と比較電極の 2本の電極を用い、この 2つの電極

の間に生じた電圧（電位差）を知ることで、溶液の pHを測定する方法です。 

②土壌 pHセンサ：半導体式 

ガラス電極法において、土壌に長時間設置した状態での測定方法は、電解液の低下やガラス電極

の損傷を招き困難でした。 

ラピスセミコンダクタ社の土壌センサユニット「MJ1011」は半導体方式で、省電力なため LPWA

（Sigfox)を用いて広大な露地・水稲・果樹等のほ場で利用できます。 

 

3.2 作物の生育に好適な pH 範囲 

表 2-4 作物と好適 pH 

作物 適した pH 作物 適した pH 作物 適した pH 作物 適した pH 

水稲 5.0-6.5 大麦 6.5-8.0 小麦 6.0-7.5 そば 6.0-7.5 

落花生 5.3-6.6 トウモロコシ 5.5-7.5 バレイショ 5.0-6.5 ダイコン 6.0-7.5 

カブ 5.5-6.5 人参 5.5-7.0 白菜 6.0-6.5 キャベツ 6.0-7.0 

ホウレン草 6.0-7.5 タマネギ 5.5-7.0 ナス 6.0-6.5 トマト 6.0-7.0 

キュウリ 5.5-7.0 カボチャ 5.5-6.5 イチゴ 5.0-6.5 スイカ 5.0-6.5 

レタス 6.0-6.5 カリフラワー 5.5-7.0 アスパラガス 6.0-8.0 ミカン 5.0-6.0 

リンゴ 5.5-6.5 ブドウ 6.5-7.5 ナシ 6.0-7.0 モモ 5.0-6.0 

オウトウ 5.0-6.0 カキ 6.0-7.0 栗 5.0-6.0 杏 6.0-7.0 

パイナップル 5.0-6.0 ブルーベリー 4.0-5.0 茶 4.5-6.5 シソ 6.0-6.5 

バジル (5.5)6.0-6.5 大葉 6.0-6.5 セージ (5.5)6.0-6.5 ミント 5.0-6.0 

ニラ 6.0-6.5 ネギ 5.7-7.4 サツマイモ 5.0-6.0 ニンニク 5.0-6.0 
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3.3 EC（電気伝導度）をセンシング 

EC（電気伝導度）とは土壌溶液中の肥料（イオン）の多少を示すもので、高いほど養分量が多いこと

になります。表示の単位は mS/cm（ミリジーメンスパーセンチメートル） または dS/m （デンジーメン

スパーメトル）で表します。 

園芸では肥料施用前の土壌で 0.1～0.3mS/cm程度とされています。硝酸態窒素含量との間に正の相関

関係がみられるので、土壌中の硝酸態窒素含量の推定にも有効です。土壌中に硝酸態窒素が多いと、pH

が低下して塩基成分が溶出しやすくなるため、濃度障害を生じやすく、ECを高めすぎない管理が必要と

なります。また、ECが低すぎると土壌中の肥料成分が少なく、生育不良になります。 

 

3.4 EC値における基肥施用判断 

表 2-5 EC値と基肥施用判断 

EC 値（ｍＳ／ｃｍ） 基肥施用判断 

0．3以下 普通量 

0．3～0．5 普通量～普通量の 2／3 

0．5～1．0 普通量の 1／3～普通量の 1／2 

1．0～1．5 普通量 1／3以下 

1．5～2．0 無施用 

2．0以上 除塩必要 

 

 

3.5 pH,EC値における簡易診断 

 

図 2-1 pH・ECと植物とのの関係 
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表 2-6 pH・ECが植物に及ぼす関係 

タイプ pH 
EC（ms

／cm） 
主な症状 対処方法 

高 pH 

高 EC 

7.0

以上 

1.5 

以上 

①窒素、塩基成分がいずれも過剰に蓄積している可能性

がある。 

②葉は濃緑色、草丈が伸びず、花落ち、着果不良などの

症状が植物に現れることがある。 

無肥料栽培など施肥量を大幅

に削減した施肥を行う。 

高 pH 

低 EC 

7.0

以上 

0.5 

以下 

①塩基成分が多いものの、窒素成分が少ないほ場である。 

②地上部の生育は悪く、微量要素欠乏症などが発現して

いる場合がある 

窒素肥料を基準量施用する。 

栽培途中であれば追肥する。 

低 pH 

高 EC 

5.5

以下 

1.5 

以上 

①石灰などの塩基成分の不足ではなく、硝酸や硫酸など

の陰イオンの蓄積よる pH低下の可能性がある。 

②作物の生育は地上、地下部とも悪い。 

窒素肥料の施肥を避ける。 

低 pH 

低 EC 

5.5

以下 

0.5 

以下 

①窒素、塩基成分がいずれも不足している可能性がある。 

②作物の葉色は淡く、生育は悪い。 

石灰質肥料を施用して pH を上

げ、窒素は基準量を施用する。 

適正 

5.5

～

7.0 

0.5 ～

1.0 
― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回：まとめ 評価と復習（正誤で答えて下さい） 

1 問 土壌の成分を計測する必要は全くない。 

2 問 農業就農人口の平均は 65歳以下である。 

3 問 農業の高い技術がある篤農家は年齢が高い傾向があり、技術伝承が課題であ

る。 

4 問 pHの値が高いと強アルカリ性である。 

5 問 EC（電気伝導度）は土壌溶液中の肥料（イオン）の多少を示すもので、高い

ほど養分量が多いことになります。 
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第 3回：何を測るか 

 

1. はじめに 

前回では、光合成や土壌をセンサでセンシングすることを学びました。 

今回は植物の光合成を促進するため、計測すべき環境要因と、光合成の仕組みを学んでいきます。 

 

学習の目標 ： 光合成を促進するために、何をセンシングするか学んでいきます。 

 

2. 光合成と蒸散 

 

図 3-1 光合成と蒸散 

 

3. 先ずは何から計測するか 

3.1 まずは温度から計測する 

ほ場にはアナログ温度（・湿度）計があり、読み、手書きで値を記入しています。これを自動で計測

し、データを保管し、再利用できるようにします。 

 

3.2 温度の後は湿度を計測する 

温度より湿度の方が大事と考えている農業者の方は多いです。病虫害の発生のポイントや、露点温度

にも湿度は非常に重要な因子となっています。相対湿度(%)は、飽和水蒸気圧に対してどの位水蒸気が

含まれているかの指標です。 

 

3.3 温度と湿度で飽差管理を求める 

ほ場の環境が良いかどうかを判断する指標の一つに「飽差」があります。「飽差」は重要な管理項目

です。「飽差」は温度と湿度から求めることができます。 

光合成にかかわる部分をセンシングする 

  ↓ 

センサで見える化 

  ↓ 

光合成環境を最適化 

  ↓ 

植物の生長を促進する 

  ↓ 

更に必要な部分をセンシング・見える化する 

  ↓ 

収量が向上する 
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飽差（g/m3）は、空気が保持できる最大の水蒸気量（飽和水蒸気量：g/m3）に対する、現在の水蒸気

量（絶対湿度 g/m3）の差を示したものです。あと空気中にどの位水蒸気が入る余地があるかの指標とな

ります。 

飽和水蒸気量（g/m3）は、空気が含むことのできる水蒸気の最大量で温度が高いほど多くなります。 

露点温度は空気中の水蒸気が凝固する温度で、露点より低いと結露となります。 

植物の水分状態は、相対湿度よりもこの飽差に強く影響を受けます。飽差が 3～6g/m3 の範囲で最も

気孔が開くとされており、これより飽差が高く乾燥気味な場合は、葉の気孔は開かず水分が蒸発（蒸散）

し難い状態です。また蒸散量が少なくなると肥料の吸収量が減り、それが長時間続くと病害発生の危険

性が高まります。 

逆に飽差が低くなると蒸散が盛んに行われます。蒸散量が多くなりすぎると、水分ストレスがかかり、

気孔は閉じ CO2の葉内への取り込みが抑制され光合成速度が低下します。 

表 3-1より温度と湿度が分かれば、演算しなくとも、表から大体の飽差を確認できます。黄色く塗ら

れている範囲にあれば飽差環境が良く、光合成に適した環境と言えます。 

 

表 3-1 飽差表 

  相対湿度（％） 

  35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

気 

温 

 

℃ 

5 4.4 4.1 3.7 3.4 3.1 2.7 2.4 2.0 1.7 1.4 1.0 0.7 0.3 

6 4.7 4.4 4.0 3.6 3.3 2.9 2.5 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.4 

7 5.0 4.7 4.3 3.9 3.5 3.1 2.7 2.3 1.9 1.6 1.2 0.8 0.4 

8 5.4 5.0 4.6 4.1 3.7 3.3 2.9 2.5 2.1 1.7 1.2 0.8 0.4 

9 5.7 5.3 4.9 4.4 4.0 3.5 3.1 2.6 2.2 1.8 1.3 0.9 0.4 

10 6.1 5.6 5.2 4.7 4.2 3.8 3.3 2.8 2.4 1.9 1.4 0.9 0.5 

15 8.3 7.7 7.1 6.4 5.8 5.1 4.5 3.9 3.2 2.6 1.9 1.3 0.6 

16 8.9 8.2 7.5 6.8 6.1 5.5 4.8 4.1 3.4 2.7 2.0 1.4 0.7 

17 9.4 8.7 8.0 7.2 6.5 5.8 5.1 4.3 4.6 2.9 2.2 1.4 0.7 

18 10.0 9.2 8.5 7.7 6.9 6.2 5.4 4.6 3.8 3.1 2.3 1.5 0.8 

19 10.6 9.8 9.0 8.2 7.3 6.5 5.7 4.9 4.1 3.1 2.4 1.6 0.8 

20 11.2 10.4 9.5 8.7 7.8 6.9 6.1 5.2 4.3 3.5 2.6 1.7 0.9 

21 11.9 11.0 10.1 9.2 8.3 7.3 6.4 5.5 4.6 3.7 2.8 1.8 0.9 

22 12.6 11.7 10.7 9.7 8.7 7.8 6.8 5.8 4.9 3.9 2.9 1.9 1.0 

23 13.4 12.4 11.3 10.3 9.3 8.2 7.2 6.2 5.1 4.1 3.1 2.1 1.0 

24 14.2 13.1 12.0 10.9 9.8 8.7 7.6 6.5 5.4 4.4 3.3 2.2 1.1 

25 15.0 13.8 12.7 11.5 10.4 9.3 8.1 6.9 5.8 4.7 3.5 2.3 1.2 

26 15.8 14.6 13.4 12.2 10.9 9.8 8.5 7.4 6.1 4.9 3.7 2.5 1.3 

27 16.8 15.5 14.2 12.9 11.6 10.3 9.0 7.7 6.4 5.2 3.9 2.7 1.3 

28 17.7 16.3 15.0 13.6 12.3 10.9 9.5 8.2 6.7 5.6 4.2 2.8 1.4 

29 18.7 17.3 15.8 14.4 13.0 11.5 10.1 8.6 7.3 5.8 4.2 2.9 1.4 

30 19.7 18.2 16.7 15.2 13.6 12.1 10.6 9.1 7.6 6.2 4.7 3.0 1.5 



18 

 

前述の通り、飽差は気温と湿度（相対湿度）があれば算出できるのですが、その演算式は次のように

なります。 

（1）先ず 飽和水蒸気圧(e(t)、単位：hPa)を求めます。  

Tetens の式から 

飽和水蒸気圧ｅ(t)=6.1078 × 10^(ａt／ｔ＋ｂ)  

^：指数（at/t+b）の略、a:7.5、b：237.3（a、b共に定数）、t：気温(℃)  

よって、 

飽和水蒸気圧ｅ(t)=6.1078 × 10^(7.5 t／ｔ＋237.3)(hPa) 

 

（2）次に飽和水蒸気量(a(t)、単位：g/m3)を求めます。 

 

飽和水蒸気量 a(t) = 217 × e(t) / (t + 273.15)(g/m3) 

 

（3）飽差(HD、単位：g/m3)を求めます。 

 

飽差（HD） = (100 – RH) × a(t) / 100(g/m3) 

 

RH：相対湿度(%) 

 

 

3.4 実際のセンシングデータから飽差を算出する。 

青森県弘前市にある果樹園の環境データ（2019/11/23 16:20）を図 3-1に示します。  

ここでのリンゴ園の観測データでは、気温が 9.6℃、湿度 73.2%の時に飽差が 2.5g/m3 と表示されて

います。この数値は飽差表とも合っていることが確認できます。 

 

 

 

図 3-2 リンゴ園の観測データ 
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ここで、気温 20℃、相対湿度 75％を例にとり算出してみます。 

 

（1）飽和水蒸気圧(hpa)  ： 6.1078×10^（7.5×20/（20+237.3））≒23.38(hPa) 

（2）飽和水蒸気量(g/m3) ： 217×23.38/（20+273.15）≒17.31(g/m3) 

（3）飽差(g/m3)     ： (100-75)×17.31/100＝4.32(g/m3)  ≒ 4.3(g/m3) 

 

この数値は飽差表の数値 4.3(g/m3)とほぼ一致することを確認して下さい。 

クラウドを用いて上や、マイコン演算、データベース処理等をしない場合、温度、相対湿度のデータ

と飽差表を用いれば、誰でも飽差を確認できることが分かります。 

 

また、露点温度（℃）は次の式で求めることができます。 

 

td 露点 (℃)= 237.3 × log(e / 6.11) / (7.5 × log(10) + log(6.11 / e)) 

  

e = 6.11 × 10 ^ (7.5× t / (273.3 + t)) ×RH / 100 

 

    露点 (℃)  ≒ 15.4℃  

  

ハウス栽培において作物やフィルム内の温度が 15.4℃より低ければ結露をおこします。 

 

4． 光合成促進 

植物の生長に必要な光合成を促進するためには、温度、湿度、CO2、光、風、養水分などがその植物

にとって最適になるようにコント―ロールすることが重要です。そのためにはセンサセンシングが不可

欠となります。植物にとって最適な環境になれば光合成速度も最大になり、収量も増加します。 

 

4.1 光合成反応式 

光合成の式は次の通りです。植物は太陽からの日射を受けて光合成をしますが、光合成をするために

は、その材料となる二酸化炭素と水が大切であることがわかります。 

 

 

6CO2 ＋ 12H2O        C6H12O6  ＋  6O2 +  6H2O 

（二酸化炭素） (水)         （糖）     (酸素) 

 

 

4.2 光合成の要素とセンサ 

温度、湿度、飽差という指標でハウス内の環境を確認し、作物の光合成を促進させる為に、光合成に

関連する環境をセンシングしていきます。 
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表 3-2 光合成に関する環境測定項目とセンサの種類 

測定項目 センサの種類 

温度・湿度（飽差を算出） 温度センサ、湿度センサ 

二酸化炭素濃度 CO2センサ 

光（日射）を測定する 日射センサ 

土壌の水分量を測定する 土壌水分センサ 

 

4.2.1 二酸化炭素、水  

二酸化炭素は葉の気孔で空気中から吸収します。CO2センサで計測でき、単位は ppm（1ppm＝100万分

の 1）です。また、水（H2O）は根から土壌中の水分を吸収します。光合成はこれらの二酸化炭素と水を

用い、糖などの炭水化物を作り、酸素（O2 ）を発生します。 

 

4.2.2 日射 

 日射センサで計測できます。単位は(MJ/㎡：メガジュール毎平方メートル)などです。 

日射の波長は、50 ～ 3000nm（ナノメートル、10 億分の 1 メートル） の範囲とされ、そのうち植物

が光合成に利用する光合成有効放射の波長は 400 ～700nmです。日射量に対する光合成有効放射量（波

長毎の光の数を積算した値）の割合は、大気条件等によって変化します。 

 

4.2.3 光合成の速度 

光合成の速度を上げるには次の光合成の特徴を利用することが大切です。 

 

（1）光が強くなれば光合成が増大する 

   → CO2を積極的に施用するのは光が強い晴天日の正午前後が効果的 

 （2）CO2濃度が高くなれば光合成が増大する 

 （3）光が強ければ最適 CO2濃度も高くなる 

 

4.3 光合成の速度が上がれば水分が必要 

ほ場環境も光合成が促進できる最適な条件に整えていくと、光合成量の増加に伴い水分の要求量も増

えてきます。 

 

土壌の湿り気が適正であるかどうかは、土壌水分センサで計測することもできます。各ほ場の土壌は

土性、構造等が様々なため、センサで得られた数値が仮に同じであっても、同じ基準で判断できるとは

限りません。本来であればそのほ場に合った計算式を用いて、演算したセンシングが最適となります。

仮に農業者自身が、高い技術で、その土壌の湿り気具合と、土壌センサから出力されるセンサ値を比較

することができれば、最適な水やりを、土壌センサの情報から行うことが可能となります。 

 

自動潅水の説明は、「第 9 回目_利活用例 3）自動灌水施肥装置への利用」で説明しますので参考にし

て下さい。 
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4.4 実際のイチゴハウスにおけるモニタリングデータから環境を把握する 

2019年 9月 18日のデータを CSVファイルにしてダウンロードし、Excelでグラフ化しました。図 3-3

はその時の様子です。 

 

 

 

図 3-3 センサボックスで撮影した画像（左）（あぐりセンスクラウド Light-S） 

 

 

 

 

図 3-4 センサデータ取得状況 
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気温（℃）、湿度（％）、飽差（ｇ/ｍ3） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 イチゴハウスの計測グラフ 

 

 

4.5 実際のほ場（イチゴハウス）の紹介 

青森県の下北地区では夏でも冷涼な気候を利用し、四季成り性品種の夏秋イチゴを栽培しています。 

生産量が増える冬のイチゴの取引価格より安定して高い値で取引される夏イチゴです。近年は IoT技

術を利用した自動潅水等の省力化技術を導入したり、農業者同士で研修会を行う等、技術や産地のブラ

ンド力を向上させています。 

 

4.5.1 利用されているセンサ、IoT技術 

（1）環境センシング機器 ： jwp あぐりセンスクラウド Light-S 

 

 

図 3-6 センサボックス設置例 
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（2）環境センシング、自動潅水・施肥システム： 楽かんさん DEMETER（デメテル） 

 

 

図 3-7 多機能型自動潅水、施肥システム 「楽かんさん DEMETER」 

 

5. まとめ 

 ハウス環境をセンシングするには、温度や湿度、CO2 濃度また、光合成に関わる部分のセンシングが

重要となります。 

また、飽差管理が重要な指標で、温度センサ、湿度センサの値から求めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3回：まとめ 評価と復習 

1 問 植物が生長するには光合成促進は必要ですか。 

2 問 光合成環境が良く成長を促すには CO2濃度が大気 400ppm以下の場合、 

CO2濃度を上げた方が良いですか。 

3 問 CO2濃度（二酸化炭素）を測るセンサはありませんか。 

4 問 飽差環境は温度と湿度から算出できますか。 

5 問 露点温度以下の場合、湿気が冷却され結露が起こりやすいですか。 

  

・8系統潅水・施肥制御 

・増設盤追加可能 

・日射比例、タイマー、土壌水分制御 

・接続センサ 

日射センサ 

土壌水分・EC・温度 2系統 

土壌水分・温度 1系統 

タンク用フローセンサ 



24 

 

第 4回：センサの仕組み 

 

1．はじめに 

センサは様々な情報を計測するものですが、センサだけあっても計測はできません。計測にはセンサ

とセンサデータを処理するコンピュータなどが必要です。 

また、センサとコンピュータを繋ぐ場合、アナログ回路*1（電流や電圧）で受ける場合やデジタルイ

ンタフェース*2などでデータを送受する方法などがあります。 

第 4回では簡単なセンサの仕組みについて理解を深めていきます。 

 

・*1：アナログ回路： 連続的に変化するアナログ電気信号を取り扱う電子回路 

・*2：デジタルインタフェース：デジタル信号をやり取りする接続間インターフェース 

 

2．温度センサ  

温度センサとは、温度制御したい場所の温度を測定し、温度を電圧、抵抗値などの物理量に変換して

出力するセンサです。 

 

温度センサには下記の様なものが使われております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 温度センサの種類 

 

 

 

 

温度センサ 接触式 

非接触式 

熱電対 

側温抵抗体 

サーミスタ 

Ｋ 

Ｊ 

E、Ｔほか

 
 Ｋ  

B、 R ほか

 
 Ｋ  

Pt 

JPt 

放射温度計 

白金側温抵抗体 

IC温度センサ 
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表 4-1 温度センサの比較 

 IC温度センサ 熱電対 側温抵抗体 サーミスタ 

温度範囲 -55～+150℃位 -267～+2316℃ -240～+700℃ -100～+500℃ 

精度 ○ ○ ◎ キャリブレーション

に依存 

直線性 ◎ ○ ○ △ 

価格制 中～低 高 高 中～低 

 

 

2.1 IC（集積回路）温度センサ 

追加回路が他と比較し比較的不要で、デジタルインタフェースなどで、マイコンなどと直結できる物

が多く、多くの農業用センサボックスで採用されています。 

利点は温度変化による電圧値の変化にリニアリティ（直線性）があることです。熱電対やサーミスタ

は温度変化によって出力電圧が変化しますが、その変化は直線的ではありません。 

アナログの場合は電流や電圧を出力します。電流出力の場合は I-V変換と言い、電流から電圧に変化

させてから電圧値も A/D（アナログ電圧をデジタル信号に）変換し、マイコンなどで値を取得します。 

 

2.2 熱電対 

熱電対は温度測定で最もよく使われる温度センサです。熱電対原理異種金属の一端を接合すると、接

合端と解放端の間に、接合端と解放端間の温度差に応じた熱起電力が発生する現象（ゼーベック効果）

を利用した温度センサです。熱起電力が高く、安定した金属の組み合わせが熱電対（ねつでんつい）と

呼ばれ、工業的に広く利用されています。 

中間温度の法則と中間金属の法則、そして熱起電力の大きさは 2種の金属線の材質と、測温接点（温

接点）と規準接点（冷接点）の温度差によって決まり、中間部で温度差があっても影響はありません（中

間温度の法則）。また、中間に異種金属があっても温度差がなければ影響はありません（中間金属の法

則）。 

熱電対の種類：熱電対には卑金属系の K、E、J、T と、貴金属系の B、R、S などがあります。測定温

度、環境、精度などにより選定しますが、一般によく使われているのは K、J、R です。 

 

 

2.3 測温抵抗体 

温度によって金属の抵抗値か変化する特性を用いたセンサです。測温抵抗体には白金、ニッケル、銅

などが使われます。特殊なものとしては極低温測定に使われる白金・コバルト測温抵抗体があります。

主に使われる白金測温抵抗体は JIS規格で特性が定められています。 

白金測温抵抗体は高精度で安定した温度測定が必要な場合に使われます。ただし測定できる温度範囲

はセンサの種類にもよりますが、最大で 600℃程度までの制約があります。温度許容差によりクラス A 、

クラス Bの 2種類に分けられます。測定系は 2導線式、3導線式、4導線式があります。 
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表 4-2 温度センサの測定温度範囲 

種類 測定範囲 

白金測温抵抗体 －200～＋660°C 

銅測温抵抗体 0～＋180°C 

ニッケル測温抵抗体 －50～＋300°C 

白金・コバルト測温抵抗体 －272～＋27°C 

 

 

2.4 サーミスタ温度センサ 

測温抵抗体の一種で、酸化物の電気抵抗変化を利用したセンサです。小型で感度が良い反面、使用でき

る温度の範囲が狭いことが特徴です。常温付近で使用することの多い家電、自動車、OA機器などに用い

られることが多いです。それぞれがセンサの特徴を生かした場面で使用されています。 

温度によって抵抗値が変化する半導体であるサーミスタを使用したセンサであす。サーミスタのう

ち、温度測定に使えるのは NTCサーミスタとなります。サーミスタは小型であるため、電子機器の温度

監視や電子体温計などに使われることが多くあります。冷蔵庫などの温度計測にも使われています。 

 

2.5 半導体（トランジスタ、ダイオード） 

トランジスタやダイオードの温度特性を利用したセンサです。簡単な回路で実現できるため、基準接

点補償回路に組み込まれて使われる場合が多くあります。また、直線性が無いため、補正や変換式によ

る演算が必要となります。 

 

 

2.6 放射温度（赤外線センサ） 

物体から放射される赤外線量は温度に依存しています。そのため、赤外線量を測定することによって

温度を非接触で測定できます。ただ、物体によって放射率が異なるため、高精度の温度測定は難しくな

ります。 赤外線カメラを使えば二次元の温度測定が可能となります。 

 

3. CO2センサ  

3.1  NDIR方式） ： 非分散型赤外（NDIR）分光法 

気体固有の赤外線吸収波長帯の光量変化を測定することで、気体の濃度を測定する方式です。メリッ

トは測定中の他のガスによる干渉が少ないことです。 

CO2 には赤外領域の波長 4.3（4.26）μm（マイクロメートル、100 万分の 1 メートル）の光を吸収す

る特性があります。CO2 を含む気体に赤外線放射を透過させると、CO2 分子は赤外線放射の一部を吸収

します。気体を透過する赤外線放射の量は、そこに含まれる CO2の濃度に依存します。赤外線光源、検

出器、光路が組み込まれた赤外線センサは、この現象を数値化します。 

ランフィー製 MH-Z19 、センスエア K30等の製品があり、それらは ECサイトなどで購入できます。 
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NDIR方式には大きく分けて 3種類あります。 

（1）「単光源単一波長方式センサ」 

1 つの光源で 1 つの波長を計測します。赤外線光源、測定チャンバー、1 つの検出器からなる単純な

構造をしています。 

課題はかなり長期にわたるドリフトです。CO2 センサの典型的な赤外線光源である小型白熱電球の光

強度は、時間の経過と共に変化します。また、塵や埃がセンサ表面に付着します。センサはこうした変

化を CO2濃度の変化であると誤って解釈し、長い目で見ると信頼性に欠ける計測となってしまう可能性

があります。 

    

（2）「複光源二波長方式センサ」 

2 つの光源で 2 つの波長を計測します。赤外線光源のドリフトを補正するため補助的な赤外線光源が

付いています。この補助光源はほとんど始動しないため、劣化しないというのがメーカーの説明です。

この方式では、センサ構造が不必要に複雑になり、補助的な赤外線光源によって故障し得る箇所が増え

てしまいます。 

 

（3）「単光源二波長方式センサ（シングルビームデュアルセンサ）」 

1つの光源で 2つの波長に分けて計測します。 

メリットは次の通りです。 

受光素子を一つしか持たない CO2 センサでは、一般に人のいない室内環境の CO2 濃度を約 400ppm と

仮定したソフトウエアによる濃度補正技術を採用しています。そのため、常時人がいたり、400ppm以上

の CO2ガスが残留するような環境下では、CO2濃度が 400ppmまで下がることがないため、ソフトウエア

による適正な補正効果を得られず、正確な濃度計測ができません。 

単光源二波長方式センサでは、2つの受光素子の前段に其々異なる光学フィルタを搭載しています。

このため一方の受光素子が、CO2 に吸収のある赤外線波長域（CO2 吸収波長）での赤外線透過量を計測

します。もう一方の受光素子は、CO2 に吸収されない波長域（比較波長）での赤外線透過量を計測する

ことで、常に CO2濃度の影響を受けない赤外線レベルを計測することができます。 

 

3.2 CO2センサは自作できます 

サーモパイル（熱電対列）を用いた単体のセンサから自作することも可能です。サーモパイルの一つ

に浜松ホトニクス製の T11722-01 があります。T11722-01 は、二酸化炭素濃度の高精度計測に開発され

たデュアルタイプのサーモパイルです。 

2 波長 (参照光:  3.9  μm, CO2: 4.3 μm)を同時検出できるように、高感度 2 素子サーモパイルチ

ップとバンドパスフィルタから構成されています。 
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図 4-2  CO2の分光透過特性  

出典： 浜松ホトニクス T11722-01データシートより 

https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/t11722-01_kird1120j.pdf 

 

 

 

図 4-3 サーモパイル素子による CO2濃度 センサ測定系例 

 

 

4． pHセンサのセンサ構造と農業での利用 

4.1 pH検出方式 

（1）ガラス電極式 

pH ガラス電極と比較電極の 2本の電極を用い、この 2つの電極の間に生じた電圧（電位差）を知るこ

とで、ある溶液の pHを測定する方法です。 

pH 標準液による校正が必要で、pH値が正確な pH標準液で測定したときの電位差と比較すれば、被検

液の pHを知ることができます。 

乾燥に弱く、電極が劣化しやすいため、常時 pHを測定することはできません。 

 

＊通常光チョッピングは不要 
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（2）半導体式 

非ガラス pHセンサとして、半導体式 pHセンサがあります。 

ISFET（イオン感応性電界効果トランジスタ） センサ方式で、特長としては比較的校正周期が長く、

メンテナンス性が優れていることです。 

また破損しやすいガラス電極に対し、壊れにくく破片など残らないなど安全面での利点もあります。 

側定の原理はガラス電極法と同じですが、導電性ガラス膜ではなく、応答部に半導体素子や絶縁膜を

用いた構造になっており、応答部直近でインピーダンス変換をしています。 

ある期間、土壌などに挿して使用することができ、農業での利用に期待が寄せられています。 

 

 

5．まとめ 

本コマでは農業で使用するセンサの仕組みとして、温度センサ、CO2濃度センサと pHセンサの種類と、

測定原理を簡単に紹介しました。 

センサ自体の構造や設計は難しいですが、各センサの特長を押さえておくとより良く、正確に使用で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4回：まとめ 評価と復習 

1 問 温度センサは種類が無く、皆同じですか。 

2 問 側温抵抗体は、＋600℃を測れますか。 

3 問 サーモパイルで CO2濃度を測れますか。 

4 問 CO2濃度を測定するセンサは構造が数種類ありますか。 

5 問 pH式は半導体式や〇〇電極式などがありますが、○○に入る言葉はなんです

か。 
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第 5回：カメラの種類とみるモノ（農業におけるカメラセンシング） 

 

1．はじめに 

センサで測定することで、日毎、月毎、年毎、1 作毎など、ほ場環境のセンシングデータが溜まって

いきます。取得したデータはやがて膨大になり、ビッグデータとして解析することで利活用できます。 

カメラで撮影した画像データも作物の生長変化を見る以外に利活用できるかも知れません。ドローン

でカメラセンシングしたデータは、水稲の蛋白質含有率や、病虫害の検知、防除など様々な用途で利用

されています。 

 

第 5回は、カメラセンシングについて学んでいきます。 

様々な種類のカメラ、そして低価格な USBカメラから、マルチスペクトルカメラのような高価なカメ

ラまで紹介し、それらの農業での活用法を考えます。 

 

2．カメラセンシングでできそうなこと 

 カメラセンシングでは、次のことが可能となります。 

・ほ場をカメラで畑や園芸ハウス内の様子を確認できる。定点カメラのように作物を撮影し、生育モニ

タリングする。 

・監視カメラで盗難を防止する。 

・作物の画像データを取得し、データ処理して生育情報を数値・データ化する。 

・リアルタイムに計測することで、低温、高温での成長阻害や、湿度過多等による病気を予測する。 

・きめ細かなほ場環境のコントロールに活用する。 

・その年の傾向や収穫時期の予測、作業時間・人事計画、栽培管理支援に活用する。 

 

 また、実際の運用事例を紹介します。 

運用事例（1） トウモロコシ 

トウモロコシ畑をカメラでモニタリングすることで、時系列的に畑の様子を確認することができます。 

  

2015/6/1      2015/6/12      2015/6/30          2015/7/12  

 

2015/8/9      2015/8/12          2015/8/16 

図 5-1 ほ場のモニタリング画像 
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運用事例（2） イチゴ 

イチゴの画像データを取得・処理し、生育情報を数値・データ化することができます。 

イチゴは収穫後、追熟しません。摘み取った瞬間から劣化が始まるため、成熟したら、直ぐに市場に

出荷され、その時の市場価格（市況）で取引されます。市場価格は、供給が少ない時に高く、供給が多

い時は安くなります。成長を早く促し、完熟したイチゴを流通量が少ない時期（夏・秋）に出荷できれ

ば高値で売られます。 

作業を効率化するために、カメラセンシングと画像処理（AI）を行います。例えば収穫できるイチゴ

の個数を数え、収量を予測します。また、収穫するイチゴを AI が指示すれば誰でも美味しいイチゴを

簡単に収穫できるかもしれません。 

 

 

図 5-2 AIによるイチゴの画像処理 

 

3. 様々な種類のカメラ 

3.1 マルチスペクトルカメラ 

可視光～近赤外領域で 2つ以上、10バンド程度の波長領域で独立した信号を取り出せるカメラです。

マルチスペクトルカメラを搭載した ドローン（無人機）による水田センシングなどがあります。 

 

3.2 ハイパースペクトルカメラ 

マルチスペクトルカメラは 10 バンド迄の波長ですが、ハイパースペクトルカメラは、多くのバンド

（数百バンド）が得られるカメラのことです。 

 

3.3 RGBカメラ 

デジタルカメラで 3 バンドの波長情報を獲得します。RGB カメラでは、人間の視覚情報に近いイメー

ジを取得できます。x, y方向の 2次元の平面データを色や光の強度で表現します。 

 

なお、多数バンドを取得した事例ですが、jwp には近赤外分光で食品のカロリーや、蛋白質、脂質、

炭水化物、水分、アルコール分などを非接触で計測できるカロリーアンサーと呼ばれる測定装置があり

ます。 

測定系は AOTF（音響光学可変フィルタ）で分光して、多波長（近赤外領域）のハイパースペクトラム

を食品に照射し、反射した分光を InGaAs（インジウム・ガリウム・ヒ素）PINフォトダイオードセンサ

を検出器としてセンシングしています。  
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【コラム 近赤外分光法】 カロリーアンサーで測定してみる 

 

 

図 5-3 近赤外線分光とカロリーアンサー 

 

 

 

図 5-4 近赤外分光 物質による波長 反射率（透過率） 

 

近赤外の領域で他波長測定すると、それぞれのスペクトルの違いが明確に分かります。このように多

くの物質は近赤外領域において、異なる波長で光を吸収する特徴を持っています。つまり、近赤外の領

域で光の吸収特性を観察すると、その物質を特定することができるのです。 

・スクロース (sucrose)： ショ糖（蔗糖、しょとう）とも呼ばれ、糖の 1種で、砂糖の主成分です。

テンサイやサトウキビなどから得られます。光合成においてサトウキビなどは、スクロースを蓄積しま

す。植物の光合成の最終産物はデンプンか、スクロースになります。 
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・セルロース (cellulose)：分子式 (C6H10O5)n で表される炭水化物（多糖類）です。 植物細胞の細

胞壁および植物繊維の主成分で、天然の植物質の 1/3を占め、地球上で最も多く存在する炭水化物です。 

繊維素とも呼ばれ、木材の主成分でもあります。 

 

・グルコース（glucose）：分子式 C6H12O6を持つ単純な糖で、ブドウ糖とも呼ばれます。グルコースは

血糖として動物の血液中を循環しています。糖は植物に含まれる葉緑体の光合成により、太陽光エネル

ギーを使って水と二酸化炭素から作られています。植物ではデンプン、動物ではグリコーゲンのような

ポリマーとして貯蔵されます。血糖値とは、血液内のグルコース（ブドウ糖）の濃度です。 

 

これらの測定に関してですが、近赤外領域までカバーする波長領域であれば、AOTF（Acoustic Optical 

Tunable Filter：音響光学チューナブルフィルタ）と、近赤外領域まで感度を持ち合わせます。モノク

ロ CCDカメラを組み合わせた分光画像撮影が可能で、高い分解能でマルチスペクトルイメージを撮影で

きます。近赤外領域で多波長分光可能な AOTFもあり、AOTFの長所は、同調速度が msEC（ミリセカンド。

1000 分の 1 秒）以下と速く、波長分解能が数 nm と高いこと、そしてパワー強度を自由に可変できるな

どの利点があり、数 nm毎波長を変化させ、多波長を連続測定し多くの情報を得ることがきます。 

この AOTF の特性から宇宙分野などでも利用されていますが、今後は農業においても、植生や農産物

の成分情報などのリモートセンシング、非破壊センシングの分野での応用も可能です。この AOTF は国

内でも jwp等、数社しか製造していません。 

なお、近赤外線領域（700～2,500nm）の範囲の波長について、詳細は下記（赤外線検出素子の特性と

使い方）を参照して下さい。 

出典 浜松ホトニクス https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/infrared_kird9001j.pdf 

    

 

4. 農業での近赤外分光法の利活用 

 近赤外分光法の農業での利活用は次の通りです。 

・果物の非破壊分析（糖度・酸度・害虫・傷、味、食感） 

・米の食味評価 

・物質選別（穀物選別など） 

・水の判別 

・土壌中窒素測定 

 *果実内の害虫、空洞検査には波長が深く入り込まないので難しい場合が多い 

 

また、農業以外でも次のように利用されています。 

利用例 

・食品の物質判別、量の算出 

・プラスティック選別 

・木材、金属選別 

・隠れて見えない物の検出等 
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近赤外分光法の特色は次の通りです。 

・エネルギーの低い電磁波を用いるので試料、農産物などが損傷することは少ない 

・個体、粉体、ペースト、溶液、気体など色々な状態の試料に適用できる 

・赤外と比較し近赤外では水の吸光度がかなり弱くなり、水溶液での分析がやり易い 

・非破壊・非接触分析が可能 

 

5. 色々な近赤外分光システム 

 その他にも近赤外分光システムには次のような種類があります。 

・音響光学型（カロリーアンサーで採用） 

・分散型 

・干渉型 

・マルチチャンネルフーリエ変換型 

 

6. リモートセンシングについて 

GIS ソフトを利用して衛星データ処理を行います。利用するソフト QGISはオープンソースとなってい

ます。QGISは主要なオペレーティング・システムに対応しているため、ほとんどのコンピュータ環境で

利用することができます。QGISは http://qgis.org/ja/site/ から日本語版をダウンロードできます。

Windows 以外にも対応しています。ラスタ・レイヤとして jpgなどの画像データも追加できます。 

 

7. NVDI：植生指数について 

NVDI（Normalized Difference Vegetation Index：植生指数） ： 

 植生の分布状況や活性度を示す指標です。植物による光の反射の特徴を生かし衛星データを使って簡

易な計算式で植生の状況を把握することができます。 

 

NDVIの計算式  

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R) 

        R：衛星データ(可視域赤のデータ)の反射率 

         NIR：衛星データ（近赤外域のデータ)の反射率 

         NDVI：-1～+1の値 

 

植生指標データの計算(NDVI の整数化) 

      植生指標データ=(NDVI+1.0)*100 

 

     (注)値の範囲は 0～200の整数化(8bit)した植生指標データになります。 

 

 NDVIを整数化した結果得られる植生指標データの値は 0から 200までの値となります。数字が大きい

ほど、植生が多いことになります。 

NVDIは葉内含水率と高い相関がある指数で、葉内含水率が減少すると、光合成速度が低下し気孔が閉

じ、蒸散しにくくなります。このように作物の健康な生育状態を把握したり、雑草の有無を検知したい

時に活用できます。 
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図 5-5 NDVI：-1～+1の値における植生指数値（NDVI の数値）と植生状態の関係 

 

 

 

 

 

図 5-6 植生指数の画像分析 
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8. マルチスペクトラム、ハイパースペクトルカメラの利用 

マルチスペクトルカメラやハイパースペクトルカメラを使用して計測できそうなものとして、主に次

のものがあります。 

・イネの植生 

・病虫害 

・熟度 

・物質含有率 

etc. 

 

9. ドローン(UAV)を用いたリモートセンシング、モニタリング 

稲作を例にとると、次のような利用が考えられます。 

・ほ場など土地の高低差 

・生育観測（草丈推定） 

・食味推定（蛋白質含有） 

・収量予測 

・収穫時期の決定（葉色推定） 

etc. 

 

 カメラで撮影した画像から様々な情報が読み取ることができ、それと画像認識や、AIなどと組み合わ

せることにより、農業分野でも広く利用ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5回：まとめ 評価と復習 

1 問 カメラはどのような所で使われているでしょうか。 

2 問 血糖値とは、血液内のグルコース（ブドウ糖）の濃度であるが、この値が高

くなると 人は何の病気にかかりやすくなるでしょうか。 

3 問 マルチスペクトラム、ハイパースペクトルカメラで計測できるものを上げて

下さい。 

4 問 イチゴは収穫後 追熟するでしょうか。 

5 問 デジタルカメラは光の 3原色を記録する〇バンド波長でしょうか。〇にあて

はまる数字は何ですか。 
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第 6回：取得したデータの収集・利活用 

 

1. はじめに 

センサを測定することで、1 作毎、1 年毎など、ほ場環境のセンシングデータが溜まっていきデータ

は膨大になりビッグデータとなります。 

第 6回ではセンサで収集したデータの利活用について学んでいきます。 

 

2. さまざまなセンサとインタフェース 

温度湿度センサや、土壌水分センサ、日射センサ、CO2 など、農業でも多くのセンサが使われている

ことは今まで学んできました。 

 

3. 一まとめにするにはプラットフォームが必要 

これらを一まとめにセンシングしたい場合は、センサ測定装置（ボックス）と、データ収集とプラッ

トフォーム化が必要になります。 

 

表 6-1 センサデータ利活用と使用する技術 

センサデータ利活用の段階 試用する技術 

（1）データの収集 センサ、センサ収集装置（センサボックス） 

【センサ・収集技術】 

（2）データの蓄積 クラウド 

【仮想化、データベース、プラットフォーム】 

（3）データの分析 演算、AI（人工知能）・機械学習 

（4）分析・データに基づく制御 環境制御機器など 

【温湿度、CO2、カーテン、加温機コントロール】 

 

3.1 データの収集 

センサは 1個（1種類）だけではありません。図 6-1を見ても分かるように、温度の他に湿度、CO2、

大気圧、静止画や土壌水分、日射センサなどを計測しますので、それらをまとめて収集するセンサ収集

ボックスが必要になります。使いたいセンサを 1つずつ収集するセンサ BOXだと複数個必要になり、非

効率で高いシステムになってしまします。一まとめにして、データを 3Gや LTEで送ることができれば、

SIM や通信モジュールも 1個で済みます。 
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図 6-1 プラットフォームとシステム図（jwp あぐりセンスクラウド Light（センサ収集 BOX）） 

 

3.2 データの蓄積 

3G や LTEで送ったデータはクラウドに蓄積されます。クラウドはインターネットなどにつながったネ

ットワーク群で、利用者から見ればどこにあるか場所が分からなくてもデータが蓄積されることから

「クラウド＝雲」と表すようになったとされています。 

なお、クラウドはサーバとも言われ、大量のセンサデータなどを長期的に蓄積、運用することが可能

であり、農業従事者（利用者）が準備する必要はありません。 

 

3.3 データの分析 

蓄積されたセンサデータを分析することで、利活用することできます。第 7回で学んでいきますが、

病虫害や、気象、生育、収穫量などの将来の予測をすることも可能になります。蓄積された数値データ

や、画像などは、クラウドが処理した方が早くなりますし、また分析作業も人間が行うより、AI（人口

知能）や機械学習などクラウド・コンピュータが行った方が短時間で多くのデータを処理することがで

きます。 

 

3.3.1 分析・解析をして、利活用する効果 

・リアルタイムに計測することで、低温、高温での成長阻害や、湿度過多等による病気が予測できます。 

・きめ細かなほ場環境コントロールに活用できます。 

・その年の傾向や、収穫時期の予測、作業時間・人事計画、栽培管理支援などを迅速かつ正確に行うこ

とができます。 

 

3.4 分析・データに基づく制御 

温室では、データに基づき、温度センサのデータが基準値より高くなった場合はハウスの換気を自動

で行い、また、光合成に必要な二酸化炭素濃度が大気の 400ppm より低い場合は CO2 施肥装置を自動で

稼働させます。そして、水分が欲しい場合は潅水を自動化するなど、人の手を介せず、ほ場の環境を最

適化することができます。 

 



39 

 

モビリティは動きやすさ、移動性、機動性の略で交通・移動手段を目的にしたイメージが強いため、

自動車の自動運転などを真っ先に思い浮かべますが、トラクターなどの農機も現在では自動操舵され、

自動運転も実証して実用化されるなど、農業分野でもモビリティが進行しています。 

作業が重労働の場合はアシストスーツを着用し、体に掛かる負担を軽減したり、自動運転を取り入れ

たりすれば、農業の課題である高齢化や人不足が解消される一助にもなると共に、集約した大規模農業

が可能になります。 

 

センサ収集されたデータは、労働管理、作業の効率化、経営改善にも利用されます。作業内容、作業

量、労働時間を記憶することで、各作業者のスキルが見える化します。そして、作業指導や、最適な業

務配置を決められれば、一連の作業時間が短くなると共に効率が上がり、人件費は抑制される傾向にあ

りますので、収益の増加が見込めます。農機に GPSを付けて移動距離や時間を、そして加速度センサで

速度を求めれば、記録は自動化され、『見える化』することで改善に結びつきます。 

 

3.4.1 メリット 

 データを分析することで、次のような改善点に結びつけることができます。 

・あらゆる作業を自動化したりできれば、超省力・大規模生産が可能になります。 

・天候や病害虫、光合成速度を最適化すれば、作物が持っている生長の能力を最大限に発揮して、収穫

量や、高い一定の品質を確保することもできます。 

・農業のきつい作業（思いコンテナを運んだり）や危険な作業から解放されます。 

・高齢農家の高い篤技術を、若い世代に効率よく伝承できます。 

 

3.4.2 期待される効果 

・自動化することで、労力は削減でき、トマトやキュウリ、イチゴなどは収量の増大が期待できます。 

・成長予測や収穫日、収穫量等が予測でき、栽培計画が立てられます。 

・温度、湿度、光合成や潅水を最適化することで、病虫害の被害を減少し、減農薬となり品質も向上し、

費用を抑えることもできます。 

 

4. センサデータの利活用事例 

4.1 事例（1）イチゴ  

【課題】 

イチゴは収穫後、追熟しないので、摘み取った瞬間から劣化が始まります。そして成熟したら、直ぐ

に市場に出さなければなりませんので、市場価格はその時の市況で取引されることになります。 

【利活用】 

市場価格は総じて早期に出荷される、供給が少ない時に高くなります。そこで、光合成速度を早くし、

成長を促して、早く完熟させたイチゴを早く市場に出せば単価は高くなります。また市況が低い場合は、

成長を遅らせることで対応することもできます。 
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4.2 事例（2）水稲 、露地 

【課題】 

水稲や露地はほ場面積が比較的大きく、病虫害を防除するには、農薬の使用量も多く、また時間も掛

かりますが、散布するタイミングも重要な作業となります。 

【利活用】 

ドローンで、ほ場を撮影・計測し解析すれば、病虫害にかかっている場所を確認でき、虫に食われて

いるとか、虫がいる場所にピンポイントに農薬を散布し駆除することができます。 

使用する農薬は減少し、作物にも優しく、消費者もより安全になります。使用する農薬が減れば購入

する量も少なくなり、労力も減少しますので、収益が多くなり、経営改善に結びついていきます。 

 

5. 収集されたセンサデータは共有化する 

ある農業者が 1つのセンサシステムを入れて、ほ場の環境を把握し見える化したとします。同じ地域

で同じ作物を作付けし、同じ方法で栽培していれば、ほ場の環境は近いし、共有して閲覧できればある

程度、自分のほ場環境の把握に利用可能です。 

またその環境に対し、行った内容と結果を記録して共有すれば、防除のタイミングや、希釈・散布量

なども知ることが可能で、同じ作業部会などでは特に有効に利活用できます。篤農家のほ場環境や作業

タイミングを、自分のほ場や、自宅・外出先などで確認することもできます。そしてほ場では同じ作業

を同じ時期にできますし、外出先でも篤農家の設定値を参考に、リモートで設定値を変更し、篤農家の

設定値に合わせることで、高い品質や収量の増加に使付けることができます。 

 

環境センシングのプラットフォームでは、データの共有権限の設定や、コメントの共有化ができます。

このようなサービスを利用して産地や作物のパワーを最大限に利用し、出荷量および品質の確保ができ

れば、独自の流通販売や戦略が立てやすく。高単価取引につながる可能性が高くなります。 

品質、収量が安定的に確保されれば、地域農産物のブランド化、海外マーケティング、6 次産業化な

ど農業全体のフードサプライチェーン*1化が期待できます。 

 

*1 フードサプライチェーン：食品の生産者から、加工業者や卸業者、小売店、消費者へと、食品が届く

ための連続した工程のことです。 食品を廃棄せず、素早く運ぶことも重要です。 

 

6．まとめ 

センサから取得したデータを収集しどのように利活用すれば良いか事例を見ながら 

学びました。 

収集し、解析し、動かすことで、省力化や高品質で安全な生産が可能になり。 

農業の課題を解決し、スマート農業を加速化できます。 

またデータを共有することができれば産地全体の知財になり、1人だと年 1回のデータが 

10 人だと 10倍、10年だと 100倍になり、ビッグデータ化できます。 
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第 6回：まとめ 評価と復習 

1 問 ほ場環境のセンシングデータが溜まっていきデータは膨大になりビッグデー

タになるとデータ解析、利活用の効果が期待できますか。 

2 問 植物のポテンシャルを最大限化することは収量には影響がありませんか。 

3 問 リアルタイムに計測することで、低温、高温での成長阻害や、湿度過多をセ

ンシングすれば病気の予測などに利用できますか。 

4 問 篤農家のほ場をセンシングし「見える化」しても意味がないですか。 

5 問 農業において収集されたデータを共有することは有効ですか。 
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第 7回：利活用例（1）果樹りんごの病虫害予測 

 

1. はじめに 

温度や湿度などのセンサデータを取得し、クラウドデータベースに収集したら、そのデータを利活用

しない手はありません。 

第 7回では、データを利活用して、リンゴやナシの黒星病の子嚢胞子飛散開始日を予測したり、遅霜

を予測したりする事例を取り上げます。そして、どのようなセンサで何を測り、アルゴリズム処理を行

うことで何が予測ができるかを、過去のデータを用いながら学んでいきます。 

 

2. 農作物の病虫害 

作物を育てるには水やり、肥料の管理などがありますが、作物がよく育つためには被害にも目を向け

る必要があります。鳥獣による被害や病虫害もまたその一つで、雑草も生育の障害になっています。こ

れらの被害を抑えるために防除をしっかりと行わなければならなりません。鳥獣であれば侵入を防ぐこ

とである程度の効果が得られますが、病虫害であればそれぞれ適切な方法をもって対策するしかありま

せん。症状の違いはあれ、害虫（昆虫、ダニ、線虫）や病気（カビ、細菌、ウイルス）の防除をしっか

りと行うことで、品質のよい、被害を受けていない作物を生産することができます。害虫であれば害虫

の天敵なども作物を守ってくれることになります。病気の場合は農薬を散布したり、できる限りの予防

を行っていくことが必要です。 

 

2.1 黒星病 

作物の病気のうち黒星病*1 と呼ばれ、リンゴやナシなどに症状が出るものがあります。黒星病の原因

はカビに分類され、その病名は葉や果実に黒い斑点ができることに由来しています。その結果、作物の

品質や収量が下がるだけでなく、生育にも影響が出ることになります。 

黒星病が起こる原因については雨が関係しています。特に落葉などが黒星病に感染していた場合、越

冬し、翌年の梅雨の時期に雨によって飛散します。その結果、雨が続いた後に黒星病が発覚することに

なります。 

もし黒星病に感染した葉がある場合は、速やかに摘み取り、処分する必要があります。また落葉であ

っても翌年に発生するため、ほ場内に捨ててしまうと再感染のリスクがあります。葉は焼却して焼き切

るか、土中に埋めて処理するのが適切といわれています。 

また気温（積算温度）や湿度、日射、葉面の濡れ具合（湿り気）も関係し、春や秋などに発生する病

気です。 

センサを利用し、ほ場の環境を測定し、病虫害の発生に起因するアルゴリズムを適用すれば、リンゴ

やナシの黒星病の子嚢胞子飛散開始日や発病日を予測できます。また環境を計測することで、遅霜など

の発生予測も可能となります。 

 

・課題：りんご、梨、柑橘などの黒星病の、子のう胞子「飛散日」、「感染日」を予測すること。果樹の

黒星病は重要病害であるにもかかわらず、簡便な予測が難しかった。 

*1：黒星病：リンゴやナシなどバラ科の果樹などで春先など湿度の高い状態で子嚢胞子菌により感染し

発病します。 
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    図 7-1 黒星病の症状 

 

 

 
図 7-2 黒星病の病原菌年間サイクル 

出典：『りんご黒星病優良防除技術事例集』より 
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2.2 黒星病の被害 

 青森県では 2017年に大発生し、大きな被害がありました。 

りんご黒星病優良防除技術事例集によれば、1969 年（昭和 44 年）に青森県八戸市にて黒星病被害が

初めて観測されています。その後続けざまに青森県内に拡大し、県外のりんご産地の長野県にも及ぶこ

とになりました。そして現在に至るまで農薬散布によって防除しています。 

青森県ではアップルネット（Webサイト）で黒星病（子嚢胞子）の飛散状況を情報発信しています。 

 

 

図 7-3 降水量と黒星病子のう胞子飛散数 

出典 青森県アップルネット（Webサイト）データ 

リンゴ黒星病子のう胞子飛散消長（2018）no.16 より 

 

3. 課題解決（目標） 

IoT システムと AIを利用した簡便な予測アルゴリズムを確立し、「初発（発生日）」を予測することを

目標として課題解決に取組んだ事例を紹介します。 

 

3.1 何を測るか 

黒星病で必要な情報は雨の情報と気温の情報になります。それだけであれば天気などから比較的簡単

に得られますが、実際は自分のほ場がどうか、という点が問題になります。 

そこで黒星病の予測のために IoTを取り入れ、実際にデータを手に入れることにしました。それを行

うことは比較的容易な時代となり、センサはインターネットで購入できますし、プログラミングもイン

ターネットで学習したり、情報を手に入れることができます。 

降雨期間については雨を検知し続けている時間だけ分かれば足ります。また気温については長期間の

判定のために使われる積算温度を使用することとしました。積算温度は毎日の平均気温を足していくこ
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とで得られる値を使用します（例えば平均 25℃が 3日続けば、積算温度は 75℃）。 

そこで、センサ構成としては降雨期間と積算温度を収集したいため、雨センサおよび温度センサを選

定しました。 

 

3.1.1 温度・湿度センサ 

比較的安価に入手可能で、マイコン等で製作ができます。屋外での測定になりますので、結露などに

は十分注意して設置する必要があります（上位のセンサによっては結露対策されているものもありま

す）。 

 

図 7-4 デジタル温湿度センサ SHT25 

 

3.1.2 葉面濡れセンサ 

雨の検知は電極タイプの他に、誘電率の測定を行うものがあります。メリットとしては金属が露出し

ないため錆が起きないことです。また、水滴など少量でも検知できます。対象とする園地の中で、でき

るだけ、既存の葉と同じ放射環境になるように取り付けます。 

 

  

図 7-5 葉面濡れセンサと取付イメージ 
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4. データの処理と予測 

葉面濡れの状況から予測する方法としては、数時間以上降雨があった場合は注意すること求められま

す。 

  

図 7-6 葉面濡れセンサのデータ 

 

リンゴ黒星病の子のう胞子の飛散開始日及び葉における初発日の簡易予測をもとに実際のデータを

照らし合わせてみます。データは消雪日と飛散開始日までの積算温度を見ています。消雪日を入力し、

積算温度を取ることで飛散開始日を予想することができます。 

 

 

図 7-7 実際のほ場システム 
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図 7-8 降水量と子のう胞子飛散数 

青森県農業情報サービス「アップルネット」から引用 
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図 7-9 シミュレーション結果詳細 
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出典： 農研機構 平成 22 年度 研究成果情報 

https://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H22/kaju/H22kaju009.html 
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5. 露地、果樹などの霜発生予測 

 春先の「遅霜」（晩霜）は、お茶農家では茶の若葉を痛めたり、りんご、梨やサクランボ等の果樹農

家では花芽を枯らせ、受粉できず結実しなくなる等の被害が出て、収量を落とすことになります。 

対策としては、防霜扇を回したり、燃料をたいたり、一部散水する地域もありますが、実際、気象注

意報が出される数は多く、その度にほ場に行き対策、対応することは大きな労力と費用を必要とします。 

警報のみの対応では、警報以外で霜が降りた場合は、花を凍らせ、受粉できず結実しません。また各

ほ場は、傾斜地や山間部など様々で、霜の発生状況はそれぞれ違います。 

そこで、各ほ場に温度・湿度センサや、風速センサなどでセンシングすることにより遅霜の発生を予

測します。 

霜の発生条件として、次の気象条件に着目します。 

気温が低く、湿度が高い、無風に近い、夜間・翌日が良く晴れて放射冷却現象 

 

5.1 アルゴリズムの例 

上記条件が全てあてはまれば「霜注意報」、上記条件かつ前日 19時の気温と、翌日の温度（朝の最低

気温）が－6℃違う場合、かつ水蒸気濃度が飽和水蒸気濃度より多い場合は、凍らせる水分がある為「霜

警報」を発報し、りんご農家にアラートメールを出します。また風速がある場合と水蒸気濃度が飽和水

蒸気濃度より少ない場合は「温度低下メール」を発報します。 

センサ測定して実際のアルゴリズムで運用した場合、正答率は 99％以上となり、信頼度が高いことが

分かります（実際に霜発が発生した場合の警報を出した正答率）。 

もう少し確度をあげる場合は、下記も考慮する必要があります。 

・翌日朝の予想最低気温が 4℃以下 → 気象庁データをフィードしたほうが良い 

・水蒸気濃度＞＝飽和水蒸気濃度       

・前日の夕方 無風（3m/s 以下、平均で 2.0m/s）、天気良、湿度高 

・前日 朝の最低気温より、夕方の気温が低い場合が多い（湿度も高い傾向）   

    

5.2 使用するセンサ 

 次の簡易気象計を用い、計測を行いました。           

 

  

図 7-10 自然通風孔式温度湿度センサとあぐりセンスクラウド Light  
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6. 他の農作物での病虫害予測、製品・サービス 

6.1 温室での病虫害予測 

ボッシュではハウス栽培には温度、湿度、CO2、日射が必要であることに主眼をおいた製品（Plantect、

プランテクト）を提供しています。また、これにより病気の予測も可能で、トマトの灰色かび病・葉か

び病・うどんこ病、 キュウリ、イチゴのうどんこ病などが予測可能となります。ケーブルも不要で、

全て無線通信しているのも特徴であす。データを見たいときもスマホで表示でき、専用の表示機器は必

要ありません。 

 

図 7-11 温室内センサ事例（プランテクト） 

 

 

6.2 スマホの画像から AI で病虫害診断  

かんきつ類においては、スマホで果実の画像を用意し、AIが病虫害を 5秒で診断するサービスが提供

されています（アグリショット）。 

 

 

図 7-12 かんきつ類の病害虫診断事例 

出典 アグリショットホームページ  http://www.agrishot.com/ 
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6.3 ドローン（マルチスペクトルカメラ搭載） 

マルチスペクトルカメラでは可視光（通常のカメラの感光範囲）外にある赤外線、紫外線の領域も可

視化することができます。また、ドローンで上空から撮影することで広域にわたっても短時間で確認で

きます。マルチスペクトルカメラによる NDVI（正規化差植生指数）では生育の状況や偏りが瞬時に判断

できます。 

 

図 7-13 マルチスペクトルカメラ撮影事例 

出典 DJIP4 MULTISPECTRAL ホームページ 

https://www.dji.com/jp/p4-multispECtral 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7回：まとめ 評価と復習 

1 問 りんごの他に果樹は何がありますか。 

2 問 遅霜が発生して、花芽を凍らせても何ら被害はありませんか。 

3 問 リンゴ黒星病の原因は、子のう胞子菌で飛散し、発病することで発生するの

は正しいですか。 

4 問 温度や湿度をセンシングし解析すれば、ある程度 病虫害予測ができる可能

性はありますか。 

5 問 マルチスペクトルカメラをドローンにつけ、水稲をセンシングした際、植生

がわかりますか。 
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第 8回：利活用例（2）トマトハウスにおけるミスト噴霧による高収量化 

 

1. はじめに 

トマトは約 32℃以上の高温に弱く、ハウス内部の気温が上昇すると、花芽が落下し着果不良となりま

す。これは収穫量の減少に直結するため、大きな問題となります。そこでハウス内の温度上昇を抑え、

花芽落下を防止する手段として、温度を常にセンシングし、高温になった時にドライミストを噴霧しハ

ウス内の温度を下げることで、花芽落下を防止し、収量が増えるか実証検証しました。方法は、トマト

植後時期～収穫時期までの高温対策として、ドライミストの噴霧です。 

 

2. システムの要件 

ハウス内温度制御の方法として、実証試験先の農家の意見も取り入れ、次の条件を定めました。 

(1) 安価なシステムであること。 

(2) 冬期間の積雪時は、ハウスのビニールを剥がすため、設置や撤去が容易であること。 

(3) ハウス内での作業の邪魔にならないもの。 

(4) ハウス内を均一に冷却できるもの。 

(5) ハンス内の温度を監視し、例えば 32℃を超えた場合自動的にドライミストを噴霧すること。 

(6) 設定温度や手動でのドライミスト噴霧はリモート設定、操作できること。 

 

上記条件より、ドライミストによる温度制御が可能か、実証試験を実施することとしました。 

 

ドライミストとは、ポンプで加圧した水を口径の小さいノズルから放出することで発生する細かな霧

のことです。 

この霧は粒が細かく地面に届く前にすぐ気化しますが、その時周囲から熱を奪います。ミストの粒が

細かいほど効率良く気化し、冷却効果が上がっていきます。 

また、霧が細かいので触れたものが濡れず、ミストの下で人が作業していてもほとんどが気化され、

不快感がありません。また、葉面に水滴が付くことが無いため、過度な湿度上昇にはならず、病虫害の

発生も抑えられます。 

 

3. ドライミストの種類 

ドライミストには幾つかの種類があります。 

3.1 水道の蛇口にホースを直接つなぎ、ホースの先端からミストを噴霧するタイプ 

このタイプは価格も 2万円前後と安価ですが、水道の圧力で霧を発生させるため、広範囲の噴霧には

向きません。 

また、今回はビニールハウスで使用するため、ハウス毎に水道設備が必要となるため、採用を見送り

ました。 

 

3.2  循環扇とセットでミストを噴霧し、冷風とともに冷却するミストファン 

このタイプは強力な風に乗せてミストを循環させるため、ハウス内でも十分使用可能です。価格も 10

万円前後とそれほど高価ではありません。ただし、今回はトマトハウスでの使用を前提としています。 

トマトが風で揺れると実がこすれて傷ついたり、落下してしまう恐れがあり、採用を見送りました。 
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3.3 高圧ポンプを使用し灌水チューブのように広範囲を同時に散布するタイプ 

このタイプは 100ｍ以上のチューブでも利用可能なため、ビニールハウス内を均等に冷却することが

可能です。 

高圧ポンプを運転、停止することで、温度閾値による自動運転や、タイマーによる自動運転など様々

な制御が可能になります。 

今回は高圧ポンプタイプのドライミストを採用することにしました。 

 

4. 高圧ポンプ式ドライミストの選定 

今回、ビニールハウス内で使用するため、ミストラインの長さが最低でも 100ｍ以上必要でした。 

今回採用したドライミストは、中圧ポンプ式のもので、ミストライン長が 100ｍ、ミスト噴射ノズル

は最大 80個まで取付け可能なタイプです。 

価格は約 19 万円（税別）でポンプの他にも、フィルターや給水ホース、チューブカッターなど、ド

ライミストに必要な部品が一式セットになった商品でした。 

他にも高圧ポンプ式のタイプもありましたが、同じミストラインが 100ｍのタイプで、価格が約 43万

円（税別）と 2倍以上するため、今回は中圧ポンプ式のほうを採用しました。 

 

5. 中圧ポンプ式ドライミスト主要部品 

中圧ポンプ  ：吐き出し圧力 300PSI、 吐き出し量 5.0ℓ/min 

ミストライン ：ポリチューブ 100ｍ 

プラスノズル ：0.3mm 

 

 図 8-1 ドライミスト ポンプ 
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6. ドライミスト運用に必要なもの 

電源 商用電源 AC100V 

今回、試験運用を実施したハウスでは、井戸水を汲み上げるポンプ用の電源は三相 200V 電源しか無

かったため、仮設電源として、AC100Vの引込工事を行いました。電気工事業者に工事を依頼し、電力会

社への申請なども電気工事業者が行ってくれました。費用はおよそ 10 万円でした。仮設電源というこ

とで、一般の電気料金に比べて割高になってしまいました。 

設備導入にあたり、電源の確保は重要であり、電源設備の整備されていないビニールハウスへの導入

について、大きな課題となりました。 

今回、実証試験を実施した青森県津軽地方は、冬期間の積雪が 1ｍを超えるため、作物の栽培を行わ

ない冬期間は、ハウスのビニールを剥がし、骨組みだけの状態にします。電源設備も雪に覆われるため、

ビニールハウスへの電源設備の普及は進んでいないのが現状です。 

 

 

7. 水源の確保 

ドライミストに使用する水の確保も非常に重要です。 

今回実証試験を実施したビニールハウスには、水道設備も整備されていませんでした。普段のトマト

への灌水は、井戸から汲み上げた水を貯水タンクに貯め、軽トラックに積んだローリータンクに井戸水

を入れて、各ハウスまで運んでいました。そのため、ドライミスト用の水についても井戸水を利用する

ことにしました。設置場所のスペースも考慮し、容量 50ℓの小型ローリータンクを採用しました。 

 

 

 図 8-2 環境計測機器と環境制御機器 
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8. ネットワークシステム 

 ネットワークシステムは下図の通りです。 

 

 図 8-3  LPWAネットワークシステム図 

 

9. センシングセンサ（温度センサ） 

ハウス内の温度計測を行い、ドライミストの自動噴霧を制御します。 

今回は評価ということで、自然通風孔式の温度湿度センサと LPWA(SIGFOX)温度湿度センサを設置しま

した。 

 

 図 8-4  LPWA温湿度センサ 
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10. 運用方法の検討と準備 

ドライミストはタイマーのみの制御で、温度上昇時に自動運転させるためには、別途制御機器が必要

でした。そこで jwpの「シーカメラ」との連携を検討しました。 

シーカメラは 3G 回線を利用し、双方向通信が可能で、温度センサなどのオプションセンサも取付け

可能です。外部機器制御用として、リレー出力も 6点設けています。 

ドライミストの中圧ポンプ制御器には、外部信号の入力が無かったため、一部回路を改造して、外部

信号によりポンプが自動運転できるようにしました。 

ドライミストのポンプは本来単独で稼働し、他制御機器と連動する前提で製造されていないため、注

意が必要です。 

また、今回はタンクに水を貯めて運用するため、タンク内の水が不足し、ポンプが空転し焼損しない

ように保護回路を設けました。タンク内にフロートスイッチを取付け、タンク内の水位が低下した場合、

ポンプが強制停止するようにしました。 

 

11. 運用と評価 

ドライミスト、シーカメラ、水用タンク、温度センサなどをハウスに設置し、ミストラインをハウス

のフレームを利用して、取付けしました。 

ハウスの長さが約 45ｍだったため、ミストラインを途中で折り返し、約 90ｍのミストラインを敷設

しました。 

今回、温度センサの設定温度は 32℃に設定しました。これにより、ハウス内の温度が 32℃以上でド

ライミストを噴霧するようになります。 

 

 図 8-5 高温時のドライミスト噴霧の様子 

機器の設置が完了し、手動運転でドライミストを噴霧したところ、思いのほかミストの粒子が大きく、

地面まで水の粒子が到達してしまいました。そのため、なるべく水がトマトにかからないように、ノズ

ルの位置を調整し、運用評価を行いました。同じ品種を栽培しているハウスで、ドライミストを噴霧し

たハウスと他のハウスを比較し収穫量に差が出るか検証しました。 
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図 8-6 導入時の収量目標と、結果、費用対効果 

 

ご協力頂いた農家の方に運用状況をヒアリングした結果、以下のようなご意見を頂戴しました。この

貴重な意見がフィードバックされ、今後更に改良が進むことになります。 

 

・真夏の気温が高い時期は、ハウス内の温度が午前中の早い時間で 32℃を超えてしまうため、タンクの

水が無くなってしまう。 

・タンクへの水の補充は、灌水の時しか行えないため一日 2～3 回が限度で、十分な量の水を補充する

のが難しい。 

・井戸水を使用しているため、タンク内に藻が発生している。 
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12． コラム 

低価格な自動ドライミストを製作し新しい試みを行っていた為、ハウスへの見学や 

取材などありました。 

実験は地方独立行政法人青森県産業技術センター本部工業総合研究所（以下、工総研）および農林総

合研究所（以下、農総研）の協力を受けて実施しました。LPWA（Sigfox）ネットワークを活用した青森

県内初のビニールハウス環境管理ソリューションの実証実験となり、青森県内におけるモデルケースの

確立と、県内外への普及展開を目指しています。 

 

  

図 8-7 見学時の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8回：まとめ 評価と復習 

1 問 トマトは 30℃以上の高温に弱いですか。 

2 問 高温時のドライミスト噴霧は花芽落下防止に効果がある場合がありますか。 

3 問目 水の粒子が細かいドライミストは葉面に影響を与えることが少ないですか。 

4 問目 機器導入する場合は費用対効果を考えなければならないですか。 

5 問目 ドライミストを使用する場合は、水の確保も非常に重要ですか。 
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第 9回：利活用例（3）自動灌水施肥装置への利用 

 

1. はじめに 

 「水やり 10年」という言葉があります。最適な水やり作業を会得するまで 10年はかかるという意味

です。ずいぶん長くかかります。農業は 1 年 1作と考えれば 10回ですが、10 年で 1 人前では遅いので

す。 

熟練農家が、天気や作物の状態、土の状態などから経験と勘で最適な潅水を行っています。これを伝

承していくためには、そのためのデータやマニュアルがない分、長い期間が必要となります。農業従事

者の高齢化と担い手不足の課題は、経験と勘（暗黙知）を会得し、収量を増やし高品位な作物を作るに

は、多くの時間とお金が掛かり、すぐには稼げない職業であると考えているからかもしれません。 

しかし、この暗黙知を形式化していけば、即ちセンシングして数値化していけば、水やりなどの技術

伝承が 1，2 年で熟練農家の 6，7 割程度の精度でできるかもしれません。2 年目程度で黒字化経営がで

きれば離農せず、若い人が増え、農業の課題は解決し、持続的な農業ができていくかも知れません。 

潅水するタイミングや、量、回数などを最適化して、光合成促進を行えば、必ず収量は多くなり、最

適な湿り気の土壌であれば、病虫害のリスクも低下します。 

 

2. 光合成と蒸散 

植物は葉で日射と CO2を、根より水分と肥料を吸収することにより生育し、開花、結実します。光合

成するにあたって適切に蒸散できること、つまり植物が気孔を開き活発になれることが重要になりま

す。また、夜間は光合成ができませんが、代わりに果実が大きくなる重要な時間帯でもあります。 

植物は光合成によって生長するため、①CO2、②水（潅水）、③日射のいずれも欠かすことができませ

ん。日射については自然によるものなのでコントロールが難しいため、他の CO2と水に着眼します。 

 

2.1 CO2濃度（二酸化炭素濃度） 

ビニールハウスにおいて CO2濃度の測定を行い、不足していれば CO2ガス発生機を施用しています。

大気中の二酸化炭素濃度はおよそ 400ppm ですが、ハウス内の二酸化炭素濃度は光合成により作物が吸

収するため外気を下回ることがあります。また、この濃度がいつ低下するかを知ることも重要であり、

日の出後に作物が光合成を開始し、日中の光合成量の増大に併せて、外気濃度の 400ppm を下回らない

ように施用すると効果的です。日射が強い場合は光合成が増大するので、最適な CO2濃度は高くなりま

す。 

 

二酸化炭素の施用の方法は次の 3通りです。 

（1）灯油燃焼方式 

（2）ＬＰＧ（液化ガス）燃焼方式 

（3）液化炭酸ガス方式 

 

3. 潅水 

水は、スプリンクラーやドリップなどによって灌水します。しかし水の与えすぎや、逆に作物が水を

欲しがっている時に水がないと問題になります。これは土壌水分や、日射量（天候）を測定することに

よって水量を調節することができます。 
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 図 9-1 光合成と蒸散 

 

4. 日射 

光量は日射量によって判断します。当日どれだけの光があったかが重要なため、積算日射量を使いま

す。全体的に晴れていれば積算日射量は高く、曇天ならば少なくなります。これを元に灌水制御をきめ

細かに行うことができます。 

 

5. 飽差管理 

飽差は空気中の水分量の度合いです。しかし湿度のみでは計算できません。これは気温によって含む

ことができる水分量が異なるためです。植物にとっては湿度が高めで、飽差が 3～6ｇ/ｍ3程度の環境で

あることが、光合成が盛んな目安になります。 

 

 

 

 

 

植物の気孔は湿度が低いと閉じてしまい、結果光合成できなくなってしまいます。いかに湿度をうま

く制御するかが生育のポイントになります。湿度コントロールには換気などがありますが、植物は温度

の急激な変化でも敏感に反応してしまうため、ビニールハウスでは特に朝方の気温変化には十分に注意

が必要になります。 

 

  

光合成促進のポイント 

作物の気孔を開かせる → 湿度の計測、湿度コントロールが重要 
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6. センシングを利用した潅水の最適化 

6.1 灌水の種類 

6.1.1 手灌水 

特に灌水制御がない場合は手動で灌水することになります。問題点は必ず灌水するために人手が必要

になる点です。また、灌水回数によっては都度行わなければならず、その分労力と時間が掛かります。 

 

6.1.2 タイマ灌水 

時間単位で灌水することです。センサと連携する必要はありません。これなら灌水を自動化すること

ができます。問題点は晴天時でもっと水が必要な時に不足したり、逆に曇天時に余計に水を与えてしま

う恐れがあることです。 

キュウリなど多くの水が必要な作物は、手灌水から、タイマ灌水に変えるだけでも多くの収量が期待

できます。 

 

6.1.3 自動灌水：日射比例式 

日射センサで積算日射量を管理し、その値が一定値を超えるごとに灌水する方法です。これによりタ

イマ灌水の問題点は解消でき、品質のよい灌水が自動で行えることになります。日の出直後などの積算

日射量が少ない時間帯は灌水間隔が長く、日中の積算日射量が多い時間帯は灌水間隔が短くなります。 

 

 
図 9-2 日射比例式の潅水タイミング 

 

6.1.4 自動灌水：土壌水分式 

土壌の水分状態をセンサで測定し、一定値以下なら灌水する方法です。この方法であれば土壌が乾い

ていれば自動で水分を足していくことが可能になります。問題点としては、土性や構造が異なる土壌で、

それぞれ水分量がどの程度から少ないと判断するのか、また土壌水分のセンサ一つでは全体を把握でき

ない可能性がある等の課題があることです（日射量であればハウス全体でほとんど同じとみなせるので

問題なく簡素になります）。 



63 

 

土壌センサ自体は、土耕等の培地では、反応よくセンシングできますが、それぞれのほ場、作物にお

いて、どの位の湿り気が最適で、乾きすぎ、多湿過ぎのときの水分センサ値の閾値を何パーセントにす

るのかを確定してから潅水を行わなければなりません。 

 

7. 自動灌水で使われるセンサ 

7.1 日射計 

フォトダイオード方式の比較的安価なセンサです。日射量の計測を行い、日射比例潅水を行うための

データを取得します。 

 

 

 

 

 

 英弘電機 小型日射計 ML-01 

 

 

 

図 9-3 ハウス屋外に日射センサを取り付けた様子と日射センサ 

 

7.2  温度・湿度（飽差） 

温度、湿度の測定ができますが、湿度センサの条件を含めると、安価なセンサと言えます。ビニール

ハウスなどの多湿環境下でも測定できますが、土埃などが掛からないようにし、結露にも十分注意して

設置する必要があります。 

 

図 9-4 センシリオン デジタル温湿度センサ SHT25 

 

7.3 CO2濃度 

CO2 濃度の測定もセンサによって行えます。通気が必要なのですが、土埃などに弱い場合があるため、

フィルタなどで覆い、できるだけ土埃等が影響しないようにする注意が必要です。また、使い続ける場

合は定期的な校正を行って正しい値を保てるようにして下さい（ビニールハウスでは CO2ガスの関係上
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自動校正することができず、経時変化する場合があります）。 

＊1年に 1回程度のキャリブレーションを推奨します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-5 NDIR 方式 CO₂センサモジュール センスエア CO2 Engine K30 EQC 

 

7.4 土壌水分 

土中に埋め込むことで水分、EC（電気伝導度）、温度をまとめて測定できます。長距離対応版もあり、

数百ｍ単位でも通信できますが、ビニールハウス内であれば通常モデルで最大 50m程度の延長ができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-6 ARP 水分センサ  WD-3 

 

 

8. 実際の自動潅水・施肥制御システム 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 9-7 自動潅水・施肥システムとプラットフォーム 
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 図 9-8 自動潅水・施肥システム概要図 

  

8.1 自動潅水のポイント 

自動潅水では、少量多潅水を行います。 

 手潅水では、多くのハウスの水まきや弁の開閉操作は、人力で行われますので、灌水する回数は 2回

程度と少なく、1 回の潅水量は非常に多く最初多湿になる場合があります。逆に日射や温度が上がり光

合成が促進すると、湿り気が少ない土壌になり、光合成に適した環境下にも関わらず、水不足を起こし

てしまうことがあります。 

タイマ潅水は、1 日の潅水時間を設定することができますが、天気や光合成促進条件や土の湿り気に

関係なく、晴天や曇天、雨天でも設定をその都度変えなければ同じタイミング同じ量（時間）を潅水す

ることになります。 

それを補うのが、日射比例式や土壌水分式の潅水方式です。基本的に少量多潅水です。日射があり、

光合成促進条件下では、潅水回数を自動的に多くすることができます。1日で 30MJの日射量がある晴天

時は、多他回数の潅水を行います。3MJで 1回潅水を行う設定であれば、10回潅水を行うことになりま

す。 
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8.2 実際のほ場 潅水 

青森県むつ市のハウスでの自動潅水を図 9-6から見てみましょう。 

2019年 6月 20日は晴れで日照時間も 13.8hと多く日射も 28.5MJと多くありました。この時、1系統で

6 回潅水しています。翌日の 21 日は曇りのち雨の天気で、日照時間は 0.1h で日射も少ないため、この

時は朝一潅水一回で終わっています。これは光合成も促進しないため、多くの回数の潅水を必要としな

いからです。 

 

図 9-9 実際の日射比例 自動潅水データ 

 

 

図 9-10 日射が少ない場合の潅水と土壌の状態 
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図表 9-11 日射が多い場合の潅水と土壌の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9回：まとめ 評価と復習 

1 問 光合成に必要なものは、日射、炭酸ガス、そして根から吸上げる（    ）

です。 

2 問 日射比例を行うには太陽光の光を測る（   ）センサが必要です。 

3 問 手潅水は回数が少なく、1回の潅水量が多くなる場合が多いと言えますか。 

4 問 光合成を促進・加速するために水は関係ないですか。 

5 問 日射の量で、潅水タイミング、潅水量を制御することは日射○○式制御と言

います。 
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第 10 回：センシングデータの共通性 WAGRI 

 

1. はじめに 

WAGRI（農業データ連携基盤）とは？ 

 
図 10-1 WAGRI 

出典：平成 30年 8月農林水産省技術政策室「農業データ連携基盤」（WAGRI）から 

 

2. WAGRI 何の略か？ 

2019年 4月から「農業データ連携基盤 (略称 WAGRI)」が本格稼働しました。 

WAGRIは、「WA（輪・和）」＋「AGRI（農業）」を足した造語です。WAはデータ、サービスの連環の「輪」

とコミュニケーション、調和の「和」を表しています。 

 

3. WAGRI（農業データ連携基盤）とは何をもたらすのか？ 

農業生産、製造・加工、流通、消費まで、フードバリューチェーン*1 において、様々なデータがあり

ます。 

例えばセンサデータ、気象データ、土壌データ、農地データ、市況データなど使えるデータは沢山あ

りますが、それらを利活用する場合、各メーカのセンサの単位や作業データが異なる場合、オープンな

データとして利用できないことがあります。データを連携したり共有できる決まりがあれば、メーカに

こだわらず連携、利活用が可能になります。 

センサの測定項目とそれぞれの表示単位等を揃えれば、「どの企業の農機、センサ等のデータであっ

ても、自由に比較・統合でき運用できる」ようになります。そして、規定化されたデータは、「農業者

の間で自由に情報のやり取りができる」ようになります。 

また多くのメーカが参画し利用することで、サービスの充実が図れるだけでなく、農業関連のサービ

スが創出され、内容は更に充実していきます。ユーザーである農業者は、今まで以上に自分の望むサー

ビスを選択し易く、活用し易くなります。 

 

＊1フードバリューチェーン：農林水産物の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を

高めながらつなぎあわせることにより構築される、食を基軸とする付加価値の連鎖のこと。 
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図 10-2 データを活用した農業の将来像 

出典：平成 30年 8月農林水産省技術政策室「農業データ連携基盤」（WAGRI） から 

 

4. 農業データ連携基盤(WAGRI)の構造 

図 10-3 WAGRIの構造 

出典：平成 30年 8月農林水産省技術政策室「農業データ連携基盤」（WAGRI） から 
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表 10-1 農業データ連携基盤（WAGRI）から取得可能なデータ群 

データ・システム 内容 提供先 

肥料 肥料登録銘柄情報 農林水産消費安全技術

センター (FAMIC) 

農薬 農薬登録情報 農林水産消費安全技術

センター (FAMIC) 

地図 地図データ、航空写真の画像データ NTT空間情報 

農地 農地の区画情報（筆ポリゴン） 農林水産省 

農地 農地の区画形状、用排水の整備状況等 

（ほ区ポリゴン） 

農林水産省 

農地 農地の緯度経度情報（農地ピンデータ） 全国農業会議所 

気象 最⻑3日先までの気象情報 

（1kmメッシュ） 

ハレックス 

気象 最⻑26日先までの気象情報 

（1kmメッシュ） 

ライフビジネスウェザ

ー 

気象 府県などの広域な気象情報 気象庁 

生育予測 水稲の生育予測システム ビジョンテック 

土壌 土壌の種類や分布が分かるデジタル土

壌図 

農研機構 

その他 手書き文字認識システム EduLab 

※農業データ連携基盤から取得可能なデータやシステムは、農業データ連携基盤協議会のホームページ

より確認いただけます（https://wagri.net/） 

 

＜積み重ねたセンサデータの利活用＞ 

・WAGRI 準拠のあるメーカのセンサボックスでセンサセンシングされた、1 年、数年のデータは農業者

のものですが、研究用にメーカが蓄積させたデータはメーカの財産です。 

これらのデータを用いて、他の研究や新しい解析サービスをする場合、連携できないデータはもしか

してセンシングが得意だけど、解析が苦手なメーカかも知れませんし、逆に解析や分析が得意なメーカ

があるかも知れません。その時にデータを提出したり・売買すれば今までより数段優れたサービスにな

る可能性もありますし、農業現場の各種データは農業者所有の価値あるデータとなるかも知れません。 

 

5．今までのデータ連携の現状と課題 

5.1 データ連携できない！？ 

各センサメーカ、農機メーカ、ITメーカ等がそれぞれの用語や表現、データ表示名や単位などを各々

別々に運用すると、汎用性がなく、他社と連携できないため、利用者がデータを利用するのが大変にな

ります。 

身近な例としは、地域の部会内で情報を共有しようとしても、全員が同じメーカのシステムを使って

いないと、データの比較や、共有、防除などのデータと作業などを連携できずにいました。 
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図 10-4 データプラットフォーム構築の必要性 

出典：平成 30年 8月農林水産省技術政策室「農業データ連携基盤」（WAGRI） から 

 

6．WAGRIを使って課題解決 

＜WAGRIを使えば！＞ 

「農業データ連携基盤 (略称 WAGRI)」を活用することで、センサデータ名、単位農作業名、農薬名、

農機名など、違うメーカの環境計測と環境制御機、農機や、管理システムなどと連携し、使用できるこ

とになります。WAGRIはデータ等を統一することにより、データの橋渡しや利活用を可能にしています。 

 

7. 水稲における WAGRI 導入未来像 

水稲におけるデータを活用したスマート農業の未来像を考えると、下記の事項が可能になってきま

す。 

＜生育情報把握＞ 

・ドローンによるセンサセンシングで確認 

・画像解析により病虫害を早期発見、ピンポイントで防除 

＜肥培管理＞ 

・過去の収穫量データや土壌センシングデータに基づき施肥調整、最適化 

＜水管理＞ 

・センサで、水位、水温、地温、気温などを計測 

・生育予測や気象状況に応じて水位を自動調整 

＜作業記録＞ 

・スマートフォンやタブレットでデータを登録、管理、閲覧 

・過去のデータや生産予測、センシングデータに基づき、誰でも最適な作業計画の策定や営農が可能。 



72 

 

 

図 10-5 農業データ連携基盤により変わる農業 

出典：平成 30年 8月農林水産省技術政策室「農業データ連携基盤」（WAGRI） から 

 

8. 農業データ連携基盤（WAGRI）を社会実装していく際の課題 

農業の ICT化が進む中、海外、国内も含め ICTベンダや農機メーカ等から多様なシステムが開発され

ています。全体では環境データや作物情報、生産計画・管理、技術ノウハウ、各種統計等、幅広い農業

データがありますが、システム間の相互連携がほとんどなく、形式の違うデータが個々に存在している

状態です。そのため、それらの統一性を図り、データを生きた情報として活用できるようにすることが

期待されています。 

 

＜ニーズを踏まえた研究開発コストの低減が必要＞ 

○ 様々な地域や品目に対応したスマート農業技術の開発（中山間や野菜・果樹向け等） 

○ 共同利用等のシェリングによる 効率的な利用体系の推進 

＜人材育成が必要＞ 

○ スマート農業実証事業の成果の横展開 

○ 全国の農業大学校でスマート農業をカリキュラム化（毎年 1,000名が就農） 

○ 都道府県普及組織等の現場指導者を育成し、農業者の相談窓口を設置 

＜環境整備が必要＞ 

○ 自動走行農機等の導入、利用に対応した農地整備、法整備 

○ 農業・農村における ICT 利活用の基盤となる情報ネットワーク環境整備の推進 

○ 自動走行農機の遠隔監視やほ場間移動に向けた課題や規制の洗い出し 

                             -農林水産省資料から抜粋- 
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9. 農業データ連携基盤（WAGRI）の今後の方向性 

＜スマートフードチェーンの構築＞ 

現在、WAGRI では主に水稲などの生産に関するデータの蓄積が進んでいます。今後、これを強化（デ

ータの充実、対象品目の拡大）すると共に、流通 、食品製造、輸出振興等と強力に連携し、生産から

流通、加工、消費までデータの相互利用が可能なスマートフードチェーンを創出し 、農業における

Society5.0（超スマート社会）を実現していきます。 

 

Society 5.0 では、気象情報、農作物の生育情報、市場情報、食のトレンド・ニーズといった様々な

情報を含むビッグデータを AIで解析することにより、「ロボットトラクタなどによる農作業の自動化・

省力化、ドローンなどによる生育情報の自動収集、天候予測や河川情報に基づく水管理の自動化・最適

化などによる超省力・高生産なスマート農業を実現すること」「ニーズに合わせた収穫量の設定、天候

予測などに併せた最適な作業計画、経験やノウハウの共有、販売先の拡大などを通じた営農計画の策定

すること」「消費者が欲しい農作物を欲しい時に入手が可能になること」「自動配送車などにより欲しい

消費者に欲しい時に農産物を配送すること」といったことができるようになるとともに、社会全体とし

ても食料の増産や安定供給、農産地での人手不足問題の解決、食料のロス軽減や消費を活性化すること

が可能となります。  

出典： －内閣府から引用- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 回：まとめ 評価と復習 

1 問 農業データ連携基盤、ローマ字で WAGRIと書きます。何と読むでしょうか。 

2 問 共通の規約等があれば、メーカの違う器具同士でも連携が可能になりますか。 

3 問 センサも、表示単位などを揃えれば、「どの企業の農機、センサ等のデータで

あっても、自由に比較・統合でき運用できる」ようになりますか。 

4 問 WAGRIは農業○○連携基盤の略ですが、○○にはどのような文字が入りますか

（3文字）。 

5 問 我が国が目指すべき未来社会の姿は Society〇〇 （ソサエティ〇〇）。数字

が入ります。 
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第 11 回 実際にセンシング 1：センサ取得から LPWA でクラウドにデータ収集 

 

1. はじめに 

本項では、センシングしたデータがどのように収集され、どのように活用されるかについて学びます。 

 特に、LPWA（Low Power Wide Area：省電力広域無線技術）と呼ばれる、省電力で広域に通信できる

IoT向け無線技術を利用したセンシングについて学んでいきます。 

 

2. 農業におけるセンサ、ICT の導入 

アナログ計による環境計測が主流だった頃は、例えばハウスの温度等を目視で確認するために現地へ

足を運ばなければならず、記録を残すためにも手作業で紙に記入し整理するといった多くの手間が掛か

っていました。 

 ICT技術が発展した現在では、通信機能が組み込まれた装置を介して、計測データをクラウドへと伝

送し記録することができるようになりました。離れた場所にあるほ場の環境データを、パソコンやスマ

ートフォンから、いつでも・どこでも確認することができるようになっただけでなく、多数のほ場の一

元管理、グラフによる可視化、飽差や積算温度の計算、収穫時期や病害虫の予測など、様々なことを自

動的に行えるようになりました。 

 センシングしたデータをクラウドへと伝送する通信方法には様々な選択肢があり、これまでは携帯電

話やスマートフォンと同じ携帯網通信が多く利用されてきましたが、消費電力がやや大きく、あまり適

しているとは言えませんでした。 

 

3. 農業におけるＩｏＴ 

現在、農業を含む様々な分野で、IoT（Internet of Tings:モノのインターネット）が急速に普及し

ています。その背景には、省電力・広域通信を特徴とした無線通信技術 LPWAの登場があり、市場では

2022 年までに 数億～数十億のデバイスが LPWA によってネットワーク接続されると言われています。

LPWAは、これまでの携帯網通信が大容量データを高速に伝送する方向へ進化してきたのに対し、なるべ

く消費電力を抑えて低速でも広域に通信できることを目的としています。 

 

4. LPWA(Low Power, Wide Area)  

IoT でやりとりされるデータは、数値などデータ容量の小さいものであることが多いため、高速な通信

は必要ないことがほとんどです。低速であっても省電力であることや、無線がより遠くまで届くことの

方が重要視されるため、LPWA は IoTを実現する上でなくてはならない構成要素の一つとなっています。 

LPWA は技術の総称であり、LPWA に分類される通信には様々な種類と特徴があります。下記はその一

例です。それぞれの特徴を踏まえ、通信エリア、消費電力（通信速度と比例する）、コスト/収益のバラ

ンスなどをよく検討し、目的の用途に合った通信方式を選択することが重要です。 
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表 11-1 LPWAの通信方式の比較 

 LoRaWAN Sigfox LTE-M 

通信速度（上り） 0.3-50kbps 100bps 1Mbps 

通信速度（下り） 0.3-50kbps 600bps 1Mbps 

帯域幅（上り） 125kHz 100Hz 1.4MHz 

最大通信距離 15km 50km 20km 

提供事業者 オープン（サービス提

供者や自社で設置） 

1国 1事業者（日本では

京セラコミュニケーシ

ョンシステム） 

通信事業者（KDDI、NTT

ドコモなど） 

 

 

5. 環境計測 

例えば農業ハウスで ICTを利用した環境計測を行う場合を考えます。ハウス栽培では、安定した品質・

収量を確保していくために、ハウス内の温度・湿度や、日射量や CO2など光合成に関わる環境データを

計測・管理する必要があります。 

現在、農業も高齢化や人手不足のため効率化が求められており、環境計測についても IT技術の導入

が進んでいますが、これを有線 LANや従来の携帯網通信で実現しようとすると、電源や回線の引き込み

工事が必要になったり、ハウス毎に回線費用が掛かったりする他に、莫大なランニングコストが必要に

なったりと、技術的には実現できたとしても実際に導入するには様々な課題が生じてしまうのです。 

そこで、IoT用途に適していると言われる LPWAを利用したセンサであれば、これらの課題の多くが解

決できる可能性があります。 

LPWAの省電力性により、乾電池で一年程度稼働できる IoTセンサを実現でき、電源がないハウスでも

簡単に導入・運用することできます。 

ランニングコストの面でも、LoRaWANのような自己設置型の基地局を介して通信するものであれば、

数百～数千台のセンサを基地局一台分の回線費用で運用することができます。Sigfox や LTE-Mは回線事

業者が基地局を整備しているため、センサ毎に回線費用が必要になりますが、それでも従来の携帯網通

信と比較すると年間で数百円から利用できるなど、安価な価格設定となっていることが多く、十分実用

的な選択肢になっています。 

 なお、計測したセンサデータは LPWA通信によって基地局に伝送され、そこからクラウドへと伝送さ

れます。 

 

6. 利用事例 ハウストマト 

jpw では、Sigfoxを利用した温度・湿度センサを開発し、実際にトマト栽培を行っている生産者と連

携して実証実験を行いました。 

このハウスでは、ハウス内が高温によってトマトの花芽が落下してしまうことによる収量の減少が課

題となっていました。そこで Sigfox温度・湿度センサでハウス内温度をセンシングし、別のクラウド

に接続されたミスト発生機と連携させることで、高温時にも自動的・迅速にハウス内温度を下げること

ができるようになりました。その結果、工事が必要になるような大規模システムを導入することなく、

収量を向上することができました。 
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 図 11-1 ハウス栽培での LPWA（sigfox）の利用図 

 

 

図 11-2 パイプハウスほ場での導入技術と課題 

 

Sigfoxの場合、センシングしたデータは基地局を通して一旦 Sigfoxバックエンドクラウドと呼ばれ

るクラウドに伝送され、そこからコールバックという機能を利用して、IoTダッシュボード、各種クラ

ウドサービス、その他自社のクラウドアプリケーションなどに転送され、使用することができるように

なります。 

 

7. 利用事例 水田の水管理 

田んぼの水管理も大変な労力がかかります。ハウスと同様、複数の区画や飛び地で管理している場合

も多く、しかも面積も広くなります。そのため、経営規模が大きくなるにつれて、見回りだけでも相当
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な時間を要することになり、大きな負担となっています。 

LPWAを利用することで、毎日離れた田んぼを見回らなくても水位や水温を知ることができるようにな

れば、水管理の負担が低減でき、効率化にもつながります。 

農林水産省の公募事業である平成 28年度「革新的技術開発・緊急展開事業(うち経営体強化プロジェ

クト)」で採択された「低コストで省力的な水管理を可能とする水田センサ等の開発」により発足され

た共同研究グループ「水田水管理 ICT活用コンソーシアム」の委託事業で、国内複数箇所で行われてい

る実証実験のうち、青森県での実証実験（jpw担当）の事例を紹介します。 

 LPWA「LoRaWAN」を利用して、田んぼの水温・水位を監視することができる水田センサを、株式会社

インターネットイニシアティブが開発しています。乾電池で動作するので、田んぼの水位を知りたい位

置に突き刺すように設置するだけ使用することができます。 

 

 

 

図 11-3 低コストで省力的な水管理を可能とする水田センサ等の開発事例 

出典：「水田水管理 ICT活用コンソーシアム」 
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図 11-4 水稲での検証システム（LPWA温湿度センサによる、水稲の気温、湿度及び積算温度の測定） 

 

 

水田センサを導入したことで、いつでも手元のスマートフォンで水位・水温が確認できるようになり、

普段の見回りは省力化され、見回りに行けない日でも水位が確認できるようになりました。安心感も向

上します。見回りの効率化により空いた時間を、他の農作物の栽培などに充てることができるようにな

りました。 

 

8. 利用事例 果樹（リンゴ） 

リンゴ栽培の盛んな弘前市の農家では、LPWA温度湿度センサを取付け、栽培管理や、湿度、積算温度

などから病虫害の発生タイミングをとらえるため活用しています。 

 

9. 利用事例 農業トラクターの転倒検知 

毎年、農作業の死亡事故は後を絶たず、その 8割は 65歳以上の高齢者によるものです。特に農業機

械作業中の事故が多く、死亡事故の 7割を占めています。さらにその中でも機械の転落・転倒によるも

のが 4割を占めています。 

農業トラクターには農作業中の旋回のために、ブレーキが左右独立した機構になっているものが多く

あります。通常は左右ブレーキペダルを連結状態にし、必要な作業時にだけ連結を解除するのですが、

この安全装置の設定を忘れると意図せず車両が急旋回してしまい、転倒・転落事故を起こしてしまう一

因となっています。 

平成 28年に、独立した左右ブレーキの連結状態や車体の速度を計測・解析したデータを元に、トラ

クターの危険を察知・通知するシステムを、青森県産業技術センター工業総合研究所が開発しました。 

当初このシステムを利用するには、シガーソケットの電源やポケット Wi-Fiなどの外部設備が必要で

した。その後、jpwと共同研究で Sigfoxに対応するものが開発され、電池稼働で直接通信ができるもの

となり、利便性が向上しました。 
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図 11-5 試作した LPWA式のトラクター転倒検知装置 

 

コラム 

令和元年 5月 28日公表の「平成 30年度 食料・農業・農村白書」全体版に掲載されました。 出典：

「「平成 30年度 食料・農業・農村白書」全体版 
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10. 鳥獣罠の捕獲検知 

ニホンジカやイノシシ、クマなど鳥獣による農作物被害・人的被害も深刻な問題です。年々、鳥獣被

害が増加している一方で、捕獲を担当する猟友会など狩猟者の減少・高齢化が進んでおり、一刻も早い

見回り負担の軽減・効率化が求められています。 

 jpwの LPWA鳥獣捕獲検知システム「わなベル」は、獲物が罠にかかったことをセンサで検知すると、

捕獲情報を LPWA（Sigfoxまたは LTE-M）を利用してクラウドへ伝送し、どの罠が作動したのかをユーザ

ー（自治体の担当者や狩猟者）へメール等で通知することができます。 

クラウドアプリの管理画面上では、獲物を捕獲した罠について、捕獲時刻や捕獲場所を地図で確認す

ることができます。地図上にプロットするための位置情報は、経由した基地局による簡易位置情報を使

用することもできますし、詳細に設定したい場合は設定画面から設置場所を登録することもできます。 

 捕獲罠には箱罠、檻罠、くくり罠など様々な種類がありますが、わなベルは乾電池で動作し、既存の

様々な形状の捕獲罠に取付けが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11-6 檻罠（クマ用）への設置例と、検知ネットワーク 
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●コラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 回：まとめ 評価と復習 

1 問 LPWAは低消費電力な無線方式ですか。 

2 問 無線のセンサはどのようなほ場で利用可能ですか。 

3 問 センサのデータは容量が大きく、SIMデータ通信での伝送が必要ですか。 

4 問 SIMを用いた通信より、無線通信の方が通信料は安い傾向にありますか。 

5 問 LPWAは低消費電力のため電池でもセンサにより長い期間使用できますか。 
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第 12 回：実際にセンシング 2 自分で作るセンサボックス 

 

1. はじめに 

ユビキタス環境制御システム、UECS(Ubiquitous Environment Control System)「ウエックス」を利

用した環境計測センサボックスは、DIYにより個人でもセンサボックスを作ることが可能です。UECSセ

ンサボックスは、比較的低コストで、農業者自身でも部品を集めて製作できる、運用可能な環境計測・

環境制御システムです。ここでは UECSの仕組みや製作、利用方法などを学びます。 

 

2. センサ計測ボックスに使うコンピュータボード 

シングルボードコンピュータ*1 と言われる Raspberry Pi（ラズベリー パイ）をメインボードとし、

センシングを行い、センサデータとなる UECSの電文規約を LANでデータ伝送します。 

 

*1 シングルボードコンピュータ：一枚（シングル）のプリント基板（ボード）の上に、必要なものに絞

った CPUと周辺部品、入出力インタフェースとコネクタを付けただけの極めて簡素なコンピュータ。 

 

3. UECS（ウエックス） 

UECSは農業分野において 2004年に開発が行われてから 15年以上の歴史があり、ハードウェアの構成

部品や製作方法が広く一般公開されています。製作手順はもちろん、製作するにあたって必要となる工

具類やドリルのサイズまで、細かくリスト化されています。また、ソフトウェアについても、公開され

ている UECS用ソフトウェアをダウンロードして microSDカードに書き込み、簡単な設定を行うだけで、

環境計測と環境制御を始めることができます。 

 

UECSの特長とポイントは次の通りです。 

 

3.1 標準化技術 

情報通信規格はインターネットに完全に準拠しているので、UECSのアプリケーション開発に特殊な機

器やソフトウェアは不要です。主な採用規格として、IP、UDP、TCP、XML、HTML などのプロトコルや言

語があげられます。このため、インターネット用の安価な機器やソフトウェアが全て使用可能となりま

す。UECSのアプリケーションソフトウェアの開発も、インターネットのプログラミングができるレベル

の人であれば容易に開発できます。UECSは、オープン規格であるため、誰もが開発に参画することがで

きます。 

 

3.2 自律分散技術 

UECSでは、暖房機ノード 1台、気温センサノード 1台だけで動作するように、ノード単体で動作する

自律動作を重視した設計になっています。 

 

3.3 低コスト化技術 

Arduino や Raspberry Pi など市販され、低価格なコンピュータを使い、安価なセンサを付ければ環

境計測が可能となります。誰もが EC サイト（ネットショップ）やホームセンターで部品を購入し DIY

で作り、運用できるシステムです。 
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3.4 UECS のポイント 

(1) 自作が可能 

(2) 日本で開発された施設生産のための環境制御に優れた自律分散型制御システム 

(3) 通信規格はインターネットの規格と同様であるため、応用システムの構築が簡単 

(4) 最初はスモールスタートから始め、徐々にシステムの拡大ができる 

(5) 自律分散で中枢部がないため、故障しても全体が停止することはない 

(6) UECS対応の機器を選定すれば、メーカー間の機械など連携可能で、各社の製品が混在できる 

 

 

図 12-1 UECSネットワーク連携イメージ 
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4. 強制通風式温湿度計測センサボックス（センサノード）の製作 

 

表 12-1 製作に必要な部品表 

品名・名称 ベンダ 型番 購入先 購入型番 数量 

UECS-Pi 制御基板 Raspberry Pi 
Raspberry Pi 3 

Model B_Single 
RS 122-5826 1 

MicroＳＤカード(4GB)  

産業用 
Panasonic RP-SMKC04SW0  ミスミ RP-SMKC04SW0  1 

RTC モジュール 
 

  スイッチサイエンス ADA-3013 1 

CR1220電池 Panasonic CR1220 モノタロウ 10769701 1 

Raspberry Pi Model B＋用 

バニラ基板 
    スイッチサイエンス SSCI-019057 1 

ターミナルブロック   TB111-2-2-U-1-1 秋月電子通商 P-01306 1 

ターミナルブロック   TB111-2-2-E-1-1 秋月電子通商 P-02333 2 

ピンヘッダ 1×40   PH-1x40SG 秋月電子通商 C-00167 3 

分割ロングピンソケット  

1×42 
  FHU-1x42SG 秋月電子通商 C-05779 1 

ビニルキャプタイヤ長円形

コード 0.75mm2 x 2芯 10m 
    ミスミ VAVFF-0.75-H-10 1 

QI信号伝達コネクタ 

(2.54mmピッチ）1x1 
    千石通商 2550-1×1  100 

QI信号伝達コネクタ用ピン 

メス 
  100ケ入り 千石通商 2550-10GT  1 

錫メッキ線(0.6mm 5m） ELPA   モノタロウ 87198562 1 

温度・湿度モジュール     ストロベリーLinux #80021 1 

BACP 型防水・防塵開閉式 

プラボックス 
タカチ電機工業 BCAP162110G ミスミ BCAP162110G 1 

BMP 型プラスチック 

取付けケース 
タカチ電機工業 BMP1520P ミスミ BMP1520P 1 

ケーブルグランドφ27mm 
日本エイ・ヴィィ

ー・シー 
  ミスミ AVC-15 1 

RM型 Mネジケーブルグラン

ド φ16mm 
タカチ電機工業   ミスミ RM16S-8S 3 

フックアイボルト     モノタロウ 55902726 2 

DCファン□60mm   109P0605M701 モノタロウ 47125976 1 

TRUSCO オールステンレス 

ホースバンド(12.7mm幅） 
    ミスミ HOSBS60N 1 
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・UECS-Pi（株）ワビットの商標で Raspberry – Piを利用した UECS計測制御ソフトウェア 

出典 誠文堂新光社 「ICT 農業の環境制御システム製作」 

 

製作に必要な工具類 

・ドライバードリル（電動ドリル、電動ドライバー） 

・ドリル刃（2.6mm 3mm 6mm） 

・ホールソー（16mm 21mm） 

・プラスドライバー（No.1、No.2） 

・マイナスドライバー（2.5mm、4mm） 

・はんだゴテ（20～30W） 

・はんだ 

・コテ台 

・ジャンパー線 

・ラジオペンチ 

・ニッパー 

・カッターナイフ 

・ワイヤストリッパー 

・圧着工具（絶縁圧着端子用とオープンバレル型コンタクト用） 

・モンキーレンチ（100mm～アイボルトの M6ナットが締められるもの） 

・油性ペン 

 

 

  

たてとい 60ミルクホワイト

60サイズ 
パナソニック   モノタロウ 75121654 1 

90°回転エルボ ミルクホ

ワイト 60サイズ 
パナソニック   モノタロウ 75120491 2 

RM型 Mネジケーブルグラン

ド φ12mm 
タカチ電機工業 RM12S-7S モノタロウ 88365566 1 

電源スイッチ  

波動スイッチ 
ミヤマ電器   モノタロウ 38907425 1 

15W ユニット型 AC/DCスイッ

チング電源 (DC5V/3A) 
    アコン AK15W-SSM-5 1 

ベター小型キャップ Panasonic   モノタロウ 08740453 1 

圧着端子 Y型 先開形 

100 個入り 
ニチフ   ミスミ TMEV1.25Y-3 1 

接続端子 FA形 100個入り ニチフ   ミスミ TMDN630809-FA 1 

棒圧着端子 100個入り 大同端子   ミスミ A-1.25 1 
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5. 製作手順 

(1) 収納ボックスに穴を開けます。 

(2) 取付けベースに穴を開けます。 

(3) バニラ基板に部品をはんだ付けします。 

(4) ジャンパー線を作ります。 

(5) 通風用タテ樋を切断、穴開けをします。 

(6) 電源ケーブルを作ります。 

(7) 機器の組付けと配線をします。 

 

図 12-2 UECSセンサ計測ボックスの中身 

 

 

6 環境計測センサボックスの設定方法 

環境計測センサボックスの設定には、（株）ワビットから公開されている UECS用ソフトウェア（UECS-Pi 

Basic）を microSDカードに書き込み、Raspberry Piにセットすることで起動します。その後、PCのブ

ラウザから Raspberry Piにアクセスして設定を行います。 

 

6.1 ソフトウェアの書き込み 

インターネットで、フォーマットソフト SD Formatterとイメージ書き込みソフト 

Disk imager を検索し、ダウンロード後、PCにインストールして下さい。 

 

6.2 イメージファイルのダウンロード 

https://arsprout.net/archive/firmware/#firm-uECs-pi-basic  にアクセスし、「 UECS-PiBasic 

Ver.20180528」というファームウェアダウンロードボタンをクリックし、「uECs-pi-basic-20180528. zip 

」ファイルを保存します。 

このファイルを解凍し、PCに「uECs-pi-basic-20180528.img」ファイルを保存します。 

 

https://arsprout.net/archive/firmware/#firm-uecs-pi-basic
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6.3 microSD カードのフォーマットおよび UECS-Piイメージ書き込み 

microSDカードを PCにセット後、SD Formatterを立ち上げ、microSDカードのフォーマットを行いま

す。 

その後、Win32 Disk imager を起動し、イメージファイル「uECs-pi-basic-20180528.img」の書き込

み作業を行います。 

 

7. ノード設定 

PC から計測ボックスの Raspberry Piにアクセスできるようにするため、設定用 PCのネットワークア

ダプタを設定します。 

UECS-Piの初期設定として、IPアドレスは「192.168.1.70」、サブネットマスクは「255.255.255.0」

に設定されているため、設定用 PC のネットワークアダプタを固定 IP アドレス「192.168.1.100」に設

定して下さい。 

PC のネットワーク設定が終わったら、イメージを書き込んだ microSD カードを計測ノード内の

Raspberry Piに挿入後、設定用 PCと LANケーブルで接続し、計測ボックスの電源を入れます。 

Internet Explorer のような WEB ブラウザのアドレス欄に「192.168.1.70」と入力後、アクセスし、

パスワードを入力してログインします。 

「セットアップ」→「ノード設定」メニューを選択し、現在時刻変更、IPアドレス変更、 

地理情報の入力、ウォッチドッグ設定、モデル選択を行い、最後に保存をクリックします。 

IP アドレスを変更した場合は、保存ボタンをクリックすると OSが再起動され、「192.168.1.70」では

アクセスできなくなります。 

変更した IPアドレスでアクセスし直す必要があります。 

 

8. センサ設定 

8.1 温度・湿度センサの設定 

メニューから「セットアップ」→「センサ設定」[温度/湿度]を選択します。 

センサ種類を選び、必要な有効計測値にチェックすると、関連項目が表示されます。 

①～⑳の説明順に内容を変更しますが、説明が無い項目については、初期設定のままで結構です。 

変更完了後は、必ず保存を行い、保存した内容を計測ノードに反映させるためには、ノードを再起動

させる必要があります。 

 

8.2 環境計測センサボックスデータのモニタリング【Windowsの場合】 

環境計測センサボックスで計測したデータを LAN に接続した PC でモニタリングする方法について解

説します。 

まず、パソコンのブラウザから農研機構野菜花き研究部門ホームページの「研究情報」にある「ユビ

キタス環境制御システム（UECS）技術」ページ 

https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/nivfs/contents/kenkyu_joho/uECs/index.html 

にアクセスし、下段にある「UECSロギング用ソフトウェア」をダウンロードします。 

ダウンロードした「UECSLoggingSoft.zip」ファイルを解凍し、UECSLoggingSoftフォルダをローカル

ディスクにコピーします。 

本ソフトウェアは、JAVAを用いて制作されており、実行する PCには、JAVAをインストールする必要

https://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/nivfs/contents/kenkyu_joho/uecs/index.html
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があります。JAVAのホームページから JAVAをダウンロードしインストールして下さい。 

また、本ソフトウェアはネットワーク通信の方法である UDPを利用してデータ収集を行っています。

そのため、ファイヤーウォールやセキュリティ対策ソフトで UDP の 16520～16529 番ポートを利用でき

ない設定となっている場合は、ポートの開放を行う必要があります。インターネットなどでポートの開

放方法を検索し、16520～16529番の UDPポートを開放して下さい。 

ちなみに、UECSの通信規約に合致しない通信文は無視するようになっているため、セキュリティ上の

問題はありません。 

 

9. ソフトウェアの活用：「UECSパケットツール」編 【Windowsの場合】 

9.1 UECS信号の確認 

UECS信号が正しく送受信されているか、ソッフトウェアを活用し確認してみましょう。 

ホームページ(http://uECs.org/arduino/uECsrs.html)からダウンロードし、PC に解凍します。 

センサボックスと PC を LAN 接続し、PC で「UECsRS210.exe」ファイルを実行すると図 12-3 の画面が

現れ、「自動送信」をクリックすれば、LAN上で流れている信号の通信文が受信文蘭に記入されます。 

センサボックスの制作と設定が正常であれば、設定したすべてのセンサ値を確認できます。 

 

 

図 12-3 UECSパケット送受信支援ツール 

 

http://uecs.org/arduino/uecsrs.html
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また、ハウス内湿度のみを抽出したい場合は、文字列を含むパケット受信にチェックを入れ、

「InAIrHumid」を打ち込むことで（図 12-4）、ハウス内湿度のみを抽出することができます（図 12-5）。 

 

 

図 12-4 湿度の抽出（InAIrHumid）  

 

 

図 12-5 「InAIrHumid」の入力によるハウス内湿度のみの抽出 

 

9.2 ソフトウェアの活用：「UECS GEAR」（ウェックス・ギア）編【Windowsの場合】 

環境計測ノードが測定したデータをパソコンで表示・記録・解析できるソフトウェアです。このソフ

トで、グラフ化や収穫予測などが行えます。 

 データを受信するパソコン側は 16520番の UDPポートを開放して下さい。 

またローカル IPアドレスの設定が必要です。 

センサ BOX の IP アドレスは 192.168.1.70 ですから、パソコンも 192.168.1.*となりますのでここで

は 192.168.1.101としました。IPアドレスはぶつからないように注意して下さい。 

 

・IPアドレス   ： 192.168.1.101 

・サブネットマスク  ： 255.255.255.0 

 

IP アドレス、サブネットマスクを設定したら 「OK」をクリックします。 
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図 12-6 パソコンの IPアドレス設定 

出典 UECSパケット送受信支援ツール https://uECs.org/arduino/uECsrs.html 

 

10. ソフトウェアの活用 

10.1 UECS GEARを起動 

UECS GEARを起動します。設定ファイルを編集して、センサ情報を入力すれば、受信し測定を開始し

ます。 

 

 

図 12-7 センサ測定画面   
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10.2 グラフの作成 

 

 

図 12-8 データからグラフの作成  

UECS GEAR：引用のための著作権表示:「UECS-GEAR Ver.1.0.0.0(星 岳彦、2019)を使用した」 

 

 

11. 実際の運用事例 

栃木県のハウスイチゴ栽培（農業法人）農家で、UECSにより、他社製の制御器と連携している運用事

例です。 

導入しているセンサボックスは次の通りです。 

・jwp 「あぐりセンスクラウド Light-S」 

・環境制御ボックス 富士通 「Akisai」 

 

 この農業法人は土耕でハウスイチゴを栽培していますが、そのほ場で Akisai を環境制御 BOX として

用い、サイド換気、炭酸ガス発生器を制御しています。 

その温度、湿度、炭酸ガス濃度（CO2）を計測するために「あぐりセンスクラウド Light-S」をセンサ

ノードとして使用していますが、メーカが相違しても、UECS対応の機器であれば連携が可能となります。 
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図 12-9 ハウスイチゴでの UECSによる各メーカ間連携システム  

  

12. UECSの仕様 

 

基本送信周期 ： 10秒（A-10S-0） 

  図 12-10 UECS対応環境センサノード 
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12.1 IPアドレス割当て 

 表 12-2 IPアドレスの割当て 

IPアドレス 割当て 

192.168.1.70 （64 ～ 79） 屋内気象など、屋内環境測定機器 

 ＊センサノードを追加する場合は 192.168.1.65以降を割り当て下さい。 

 

12.2 UECSセンサノード設定変更 

部屋番号(Room)、区画(Region)、機番(Order)の設定を行います。あぐりセンスクラウド本体への直

接操作が必要です。 

 

(1) PC は LAN ケーブルで接続し、ブラウザを使用します。あぐりセンスクラウドの LAN ケーブルを PC

に接続するか、PCを UECSネットワークに接続して下さい。 

 

(2) PCが 192.168.1.32 でない場合などは下記の設定をします（以下は windows10の場合） 

 

PC 画面左下の （スタートメニュー）を右クリックするとメニューが表示されます。 

手順は次の通りです。 

・ ネットワーク接続をクリックします。 

・ 設定画面に移るので、左のメニューよりイーサネットを選択します。 

・ 「アダプターのオプションを変更する」をクリックします。 

 

   

図 12-11 アダプターのオプション変更 
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フォルダ画面になり、イーサネットもしくはローカルエリア接続となっているアイコンを右クリック

してプロパティを開きます。 

プロパティ画面が開き、インターネットプロトコルバージョン 4を選び、プロパティを押します。 

設定の画面が開き、「次の IPアドレスを使う」を選択して下記のように設定します。 

 IPアドレス  192.168.1.32 

 サブネットマスク 255.255.255.0 

 デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1 

 ※上記は推奨設定ですが、設定値の重複は避けて下さい。 

 

 

図 12-12 プロパティの設定 

 

※必ず一連の作業が終わったら、「IPアドレスを自動的に取得する」「DNSサーバーのアドレスを自動的

に取得する」に戻して下さい。 

 

(3) PCよりブラウザを開き http://192.168.1.70/ にアクセスすると下記画面が表示されます（パスワ

ード設定などはありません）。変更した場合はあぐりセンスクラウドの電源を再投入して下さい。 
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図 12-13 IPアドレスの設定 

 

※IPアドレスの設定後、サーバーの応答が無いなどのエラーが表示されることがありますが、設定され

ている場合は新しい IPアドレスに更新されておりますので、表示はされません。 

例） 192.168.1.70から 192.168.1.65に更新した場合は 新しい URL http://192.168.1.65/ に変更さ

れるため、再度 URLを入力して下さい。 

※192.168.1.以外のネットワークに設定する場合はご自身で変更して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 回：まとめ 評価と復習 

1 問 UECSでは違うメーカの機器とは絶対に連携ができないでしょうか。 

2 問 UECSのセンサ計測ボックスは DIYのように誰もが製作することはできません

か。 

3 問 UECSの通信ポートは LAN（イーサーネット）でしょうか。 

4 問 UECSは、オープン規格である為、誰もが開発に参画することができますか。 

5 問目 UECSは、ユビキタス環境制御システムの略ですか。 

  

.70 
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第 13 回：実際にセンシング 3 画像から AI で栽培物を検知 

 

1. はじめに 

まず下の画像を見て下さい。機械学習でリンゴを物体検知しています。 

Apple の文字の横に 0.906 等の数値が記載されていますが、これは教師データ（リンゴ画像）との相関

を表しています。この数値が 1に近いことから、高い相関でリンゴを検出できていることが分かります。 

 

 

図 13-1 機械学習による物体検知（リンゴ） 

 

第 13回では AIの中の機械学習を用いて、画像認識技術を農業センシングに応用した時に何ができる

かを学びます。例えばリンゴやトマトの数を自動で数えたり、明日収穫できる数から収穫量を予測した

り、栽培計画や、出荷や経営に役立つデータを提供できる可能性があります。 

 

2. 機械学習 

今後機械学習は農業の現場やサービスでも広がり、便利になっていきます。 

静岡県のキュウリ農家の方がディープラーニングでキュウリを自動選別する装置を材料費約 2万円で

製作したのは有名な事例です。 

また AIで病気を予測し警報を出したり、スマホで写真を撮れば AIが解析して品種や病名、それに効

く薬を提案して、そのまま購入できるサービスも実現しています。 

これらのサービスや装置も全て画像などのセンシングを行い実現しています。 

 

2.1 AIの中（1つの要素）機械学習と物体検知 

・物体検知：物体検出とセグメーションを行い、物体がクロスした状態でも切り離しできる機械学習。 

物体検知技術の入口のようなものですが、スマート農業の分野でも利用展開できそうです。 
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3. 何に使えるか？ 

栽培物や、ほ場で作業する人などを検知することで、果実の数や大きさ、従事した人数、個体情報等

を読み込めるようになると、次のような使い方が考えられます。 

 

・農産物（数量カウント、重さ（推定））予測 

・収量予測 

・成長予測 

・病虫検知 

・成熟度判断 

・人件費算出、etc. 

 

4. ほ場カメラでの物体検知 

カメラがある jwp の農業ソリューション(シーカメラやあぐりセンスクラウド）では、画像や動画か

ら、「画像認識」と「物体検出」技術を使用し、「AI×農業」を実現できると思います。 

図 13-2は平飼いの養鶏場にセンサ計測ボックスを取付けた時の写真です。 

鶏も一緒に写っていましたので、鶏の物体検知をしてみました。その結果、鶏として物体検知し、認

識していることが分かります。 

 図 13-3は複数の鶏が重なり合っている場合です。 

全てが完全な個体として写っていませんので、物体検知が難しいかもしれません。教師データを多く

すれば、検知できそうです。 

 

図 13-2 鶏の物体検知             図 13-3 鶏の物体検知（鶏が重なっている場合） 
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図 13-4は果実を認識できるか物体検知をかけた事例です。 

果樹園は広く、また葉に隠れているリンゴもありますので、全てを検知するのはまだ難しいようです。 

図 13-5はミニトマトでの事例です。 

ミニトマトでは重なりあっている所や、房や弁、枝や葉などがあるため、認識できていないようです。

房や弁、枝や葉等、重なり合っている部分を補正した画像を作成し、それを教師データとして学習して

いけば、認識率は上がると考えます。クラス名があり、検知された部分についての認識率（相関）は高

いです。 

 

 

図 13-4 リンゴの物体検知 

 

 

図 13-5 ミニトマトの物体検知 
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図 13-6 は競馬場のパドックで、馬に人が騎乗したり、馬を引いたりしている画像を物体検知にかけ

たものです。馬と人を切り分け、セグメンテーションしています。 

 

 

図 13-6 競馬上での馬と人の物体検知 

 

使用した物） 

Mask R-CNN：画像内から物体を検出し、得られた領域を切り分けして、画素レベルで出力するセグメ

ンテーションを行う。 

 

5. AI、機械学習 基礎 

5.1 TensorFlow 

テンソルフロー、テンサーフローと読みます。Google が開発し、オープンソースで公開されています。

機械学習に用いるためのソフトウェアライブラリです。 

 

5.2 Keras 

ケラスと読みます。Python で書かれ、オープンソース化されたニューラルネットワークライブラリで

す。低レベルな深層学習言語である TensorFlowなどの上部で動作することができます。 

 

5.3 Python 

パイソンと読みます。汎用のプログラミング言語で、コードがシンプルで扱いやすく設計されており、

C 言語などに比べて、さまざまなプログラムを分かりやすく、少ないコード行数で書ける特長がありま

す。機械学習や Deep Learningなどの AI（人工知能）分野のプログラミングで、現在最もよく使われる
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言語です。 

 

5.4 Jupyter notebook 

ジュピター ノートブックと読みます。 

実行可能なソースコード・実行結果を含むドキュメントを作成し、共有することができる Webベース

の実行環境です。 

 

5.5 Google Colaboratory 

(1) Google が提供する Jupyter notebook の無償サービスです。Python2、Python3 のみサポートして

います。 

(2) Google Driveと連携可能で、作成したノートブックを読込／書込ができます。 

(3) CPUだけでなくて GPUを使うことができます。 

＊無償ですが、実行時間に制約があります。 

 

5.6 機械学習 

解像度（長辺 1024 ピクセル）が不足しているため、同様の学習データを増やしたり、対象物を大き

く撮影（又は対象物が大きい画像に）したりする必要があります。 

 

6. 機械学習、深層学習でできること 

 画像処理を行い、画像を分類します。画像の数字を解析したり、男か女か等の判別をします。データ

収集、データ検証、計算資源管理等に用いることができ、複数のニューラルネットワークモデルを学習

させることで、画像を認識・識別し、分離した結果を判別します。 

 

6.1 学習データ 

6.1.1 教師あり学習 

事前に与えられたデータをいわば「例題（＝教師からの助言）」とみなして、それをガイドに学習を

行います。 

 

教師データ： 

・人手で学習データのラベリングをしなければなりません。 

・教師あり学習で最も困難なプロセスになります。 

・品質・分量が成果を左右します。 

 

6.1.2 転移学習 

転移学習（Transfer Learning）とは、ある領域で学習したこと(学習済みモデル)を別の領域に役立

たせ、効率的に学習させる方法です。 

 

7. 農業現場で想定される AI の利用 

(1) 青果物等の自動選別 

(2) 個数管理、個数カウント：果実、生産物などのカウント、着色や成熟度などの判断 
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(3) 病虫害検出：病虫害の被害箇所判別、病気判定、害虫検出 

(4) 位置、向き、状態検出：農産物選別、姿勢、死亡 

(5) 個体判別、大きさ判定：家畜の大きさ、獣の大きさ、雄雌判別、生物、物質判定 

(6) 画像分類：対象となる食物、動物などを抽出して選別 

 

なお、作業終了後、夕方から早朝までに、ほ場の全域について自動で画像を取得し、収穫できる果実・

農作物の数や重さを換算し、翌日の収穫・可販収量、そして市場価格から売上げを予測したり、収穫で

きる農産物のマップ化や収穫指示を行う時代がもうすぐ訪れます。 

 

8. 農業 AI サービス 

8.1 ドローンによる葉色解析サービス「いろは」 

 ほ場の様子を上空からドローンで撮影することで、作物の育成状況を一目で把握できるサービスで

す。ドローンで撮影した画像を AI で解析し、収量の予測を助けたり、ピンポイントの除草剤散布でコ

スト削減を実現したりすることが可能とのことです。 

 

8.2 病害予測特化型モニタリングシステム「Plantect （プランテクト）」 

 Bosch の温室内環境遠隔モニタリングシステムです。ハウス内に設置したセンサで環境データを計測

し、AI技術を駆使したアルゴリズムにより、病害の感染リスクを 92%と、かなりの高精度で予測するよ

うです。 

 

8.3 豚の体重推定サービス「デジタル目勘」 

 豚を上から撮影するだけで、体重を推定できるサービス「デジタル目勘」が開発されています。1 頭

ずつ豚を体重計に乗せるのは、熟練作業者でもかなりの重労働ですが、「デジタル目勘」を使えば、約 1

分で体重推定が完了するとのことです。 

 

8.4 アスパラ収穫ロボット「inaho」 

アスパラガスの収穫作業を AI搭載ロボットが自走し、自動で行います。 

 

8.5 AIで大葉の選別出荷「大葉収穫作業支援ロボット」 

 画像認識 AIで大葉のサイズや表裏、異物を選別できるそうです。 

 

8.6 AI自動潅水装置「ゼロアグリ」 

 AIで土壌環境を判断し、潅水制御します。 

 

8.7 トマト収穫ロボット（Panasonic） 

 トマトの自動収穫ロボットで、AIを使用しています。 
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9. 農業における AI利用のガイドライン 

 令和元年 7 月に農林水産省は「農業分野における AI の利用に関する契約ガイドライン検討会（第 1

回）」を開催しました。 

農業における AI サービスも実用化されてきた中で、知的財産や権利関係の考え方を整理することが

求められています。また農業従事者の中には、農業 AI サービス等を利用することによって自身のノウ

ハウが流出するという懸念を持つ人もおり、このことは、スマート農業に必要なデータ流通を疎外する

一因になりうることから、農業 AI サービス等の利用に関する権利関係の考え方を早期に整理する必要

があり、今後 AI実装の権利の所在等の枠組みを決めていかなければなりません。 

 

出典 農林水産省 プレスリリース 「農業分野における AI の利用に関する契約ガイドライン検討会

（第 1回）」の開催及び一般傍聴について」 

https://www.maff.go.jp/j/press/shOKusan/chizAI/190701.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 回：まとめ 評価と復習 

1 問 収穫や、選別する工数は、栽培工数より多くなるとも言われますが、AIで等

級を選別することも課題解決の 1つになりますか。 

2 問 画像認識を行い選別すれば、罠にかかった獣害の種類など判別できますか。 

3 問 夜に収穫可能な果実をカウントして、識別し、数と重さを予測すれば収穫数

や収量が予測できますか。 

4 問 農業の分野での AIを実装した各種製品やロボットは実現されていますか。 

5 問 農業における AI 利用のガイドラインを設けることは、プライバシーや農業技

術の権利帰属などの基準を整備していくために全く役立ちませんか。 
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第 14 回：センサのメンテナンス センサの寿命・お手入れ・交換の方法 

 

1. はじめに 

第 14 回では、センサはメンテナンスが必要で、定期的なキャリブレーションや、故障した場合の交

換等が必要であることを学びます。 

 

2. センサには寿命がある 

センサには精度、測定方式が違っても、それぞれ寿命があります。 

農業の現場では、センサは加湿、潅水したりする際の水分や、土耕における露地の埃や雨風等にさら

され、センサにとっては過酷な状況で使われています。 

 元来センサは精密部品であり、使用し続ければ、劣化もし、故障もします。また昨今はデジタルでデ

ータを出力するセンサも多いのですが、値を出力していても、実際のセンサ値を吐いていない場合があ

ります。センサを環境制御器と連携して使用している場合は特に思わぬ事故や、生長不良などに結び付

く可能性もあります。 

 

3. センサのメンテナンス 

それぞれのセンサのメンテナンスや、センサの苦手な環境を知り、上手にセンシングしていくことが

大切です。 

 

4. 外的環境に弱いセンサ 

4.1 水や埃に弱いセンサ 

(1) 各センサ 温湿度、CO2等はダストなどに弱い。 

(2) 湿度センサは、水分に極端に弱い。 

 

5. 経時変化が起こりやすく、キャリブレーションなどが必要なセンサ 

(1) CO2は経時変化が起こるので、校正が必要。 

(2) 湿度センサは経時変化が起こるので校正が必要 

 

5.1 CO2センサが経時変化し、キャリブレーションが必要な理由 

CO2 センサ(NDIR方式)の原理と課題： 

一般的に、光源、測定系（光路）の反射率、受光素子の劣化等でドリフトしていくため、校正が必要

となります。 

ポイント：CO2センサは必ず定期的に校正を行うことが必要となります。 

 

6. 校正の実施と交換 

センサは農家（利用者）が交換できるくらい、簡便です。また、センサは簡単に購入できます。 
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7. 交換やメンテナンス費用 

 交換の期間やランニングコスト、部品の単価の目安は次の通りです。 

 

表 14-1 センサ単価 

センサ 型 金額（円） 

温湿度センサ SHT21 1,500円 

CO2センサ K30  13,000円 

日射センサ PVSS-01 16,000円 

土壌水分センサ CDC-EC5 15,000円 

 

表 14-2 キャリブレーション、メンテナンス、交換時の 1年間のランニングコスト 

センサ 交換・校正スパン 年間ランニングコスト 

温度湿度センサ 1年毎 @3,000円 

日射センサ 6年毎 @2,667円 

土壌水分センサ 3年毎 @5,000円 

CO2センサ 3年毎 @4,667円 

CO2校正 半年毎（校正） @6,600円（校正） 

＊交換、校正スパン、価格（費用）等は目安です。 

 

8. 正しいセンサの設置方法 

 ほ場の環境を正しく図るには、用法を守りセンサを正しく設置しなければなりません。間違った設置

をしても、センサが壊れていなければ、センサから何らかの値（データ）は出てきます。その間違った

データを使うと、作物は上手く育たないかも知れませんし、病虫の発生が多くなってしまうかも知れま

せん。篤農家のほ場環境をセンシングしているデータが間違っていれば、技術伝承も間違ったまま伝わ

り、伝承が上手くいかなくなってしまいます。 

 

8.1 土壌水分センサ 

    

図 14-1 土壌水分センサ 

 

ここでは、ARP社製の土壌水分センサ WD-3-WET-5Yの設置の方法を説明します。 

*詳細な取扱いは、WD-3-WET-5Yの取扱説明書をダウンロードして下さい。 

http://www.arp-id.co.jp/hp/product/data/WD-3-XXX-5Y_torisetsu.pdf 

ARP 土壌水分センサ WD-3-WET-5Y 

 

体積含水率(VMC)、電気伝導度(EC)、温度 
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(1) 土壌等の被測定対象に埋設して使用して下さい。 

(2) 下図のように横向きに立てて埋設すると土壌の水の流れを遮ることなく正確な測定ができます。 

(3) 水の流れを遮る様な向きでの埋設はお勧めしません。 

(4) センサを埋設の際には、土壌を掘り出し、プローブを傷つけないように埋めて下さい。プローブ部

で土壌を掘り起こす行為や砂利等に突き刺す行為は、プローブ部を傷つけ故障の原因となる恐れがあり

ます。 

 
図 14-2 土壌センサの設置方法 

出典：ARPホームページ 

http://www.arp-id.co.jp/hp/product/data/WD-3-XXX-5Y_torisetsu.pdf 

 

8.2 日射センサ 

 

図 14-3 日射センサ 

 

8.2.1 正しい日射センサの設置方法 

正確に計測するためには、小型日射計の受感部の上端より上部の全周にわたり日射を遮る物体(建物、

木、山、その他)のないことが最適です。 

現実には太陽の高度角が 5°以上で遮る物体のない場所に設置されることが望まれます。 

設置場所は日常の保守(受光部のクリーニングなど)が容易である場所、鉄塔やポールなどで影の影響

を受けない場所、日射を反射しやすい明るい色の壁や看板などが近くにない場所であるかどうかを確認

してから設置して下さい。 

太陽からの日射を受ける為に大地と水平を取って設置して下さい。 

 

  

英弘電機  小型日射センサ ML-01 

 

シリコンフォトダイオードセンサ搭載の ML-01

は、コンパクトで優れた入射角特性を持つ日射

センサで、太陽光併用型植物工場での日射強度

計測にお勧めです。 
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8.2.2 日射センサのメンテナンス 

 

表 14-3 日射センサのメンテナンス 

点検事項 頻度 メンテナンス方法 怠った場合の問題点 

拡散版（ TOP

面）の清掃 

 

1 週 間

に 数 回

(最低 1

回以上) 

拡散板の汚れを柔らかい布

で拭き取って下さい。 

汚れなどで日射が受感部に十分

に伝わらなくなり、出力が低く

測定されてしまいます。 

拡散板の確認 毎週 拡散板及びその周辺部に、 

割れや傷が生じていないか

確認して下さい。 

内部への雨滴や露などによる水

分の浸入によって、小型日射計

の受感部や内部の損傷につなが

ってしまいます。 

水準器（水平）

の確認 

毎週 小型日射計が水平状態であ

るか、小型日射計の水準器

を確認して下さい(*水平設

置の場合)。 

傾きに応じた入射角誤差や方位

角誤差等の測定誤差が生じてし

まいますので、太陽高度に応じ

た日射強度が正しく計測されな

くなってしまいます。 

出力ケーブル

の確認 

毎週 出力ケーブルの断線が生じ

ていないか、風でばたつい

ていないかを確認して下さ

い。 

出力ケーブルの切断などは、放

射が計測されない又は散発的な

計測不良の原因となります。風

でのばたつきにより、出力にノ

イズが生じる可能性がありま

す。 

設置台の確認 毎週 小型日射計が正しく設置台

に固定されているか、設置

台に損傷やがたつきなどの

劣化が生じていないか確認

して下さい。 

小型日射計の落下や設置台の倒

壊などで、受感部が損傷したり、

ガラスが割れて怪我をしたりす

るなどの恐れがあります。 

出典 英弘電機ホームページ 

https://eko.co.jp/wp-content/uploads/77aa41EC3d9d341e826091a886cf6947.pdf 

 

9. センサの校正 

9.1 CO2濃度センサ 

9.1.1 校正の目安 

 CO2 センサは使用環境や状況によりますが、3 か月～半年での校正をお勧めします。大気中の CO2 濃

度を校正元として利用しています。下表のように世界の大気中の CO2濃度は 2016 年で約 409ppm程度で

すので、これを用いて校正が可能です。 

＊精度を保証したい場合は、校正用の CO2ガスを用いた、校正が必要ですので、専門の校正機関に出

して下さい。 
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図 14-4 大気中の CO2濃度 

出典 気象庁 https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/CO2_trend.html 

    温室効果ガス世界資料センター（WDCGG）が世界各地の観測データを収集 

 

9.1.2 センスエア K30 の校正方法 

K30 にはシリアルインターフェースがあり、パソコン・ソフトと通信することにより、校正や各種設

定の変更が可能です。 

 ＊精度を保証したい場合は、校正用の CO2ガスを用いた校正が必要で、専門の校正機関に出して下さ

い。 

 

 

図 14-5 センスエア K30 の内部 

 

  



108 

 

9.1.3 準備するもの 

(1) ユーザー I / F プログラム UIP 5（ＰＣソフトウェア） ×1 

＊センスエアのHPからダウンロード可能です 。 

http://senseAIr.jp/product/software/228.html 

(2) 設定変更（通信）ツール               ×1 

(3) USBケーブル                   ×1 

 

 

図 14-6 設定変更（通信）ツール(2）と USBケーブル(3） 

 

9.1.4 手順 

(1) 電源オフ状態で設定変更（通信）ツール、USBケーブルをそれぞれ K30とパソコンに接続します。 

 

 

図 14-7 接続状況 

 

(2) コントロールパネルからデバイスマネージャを立ち上げます。（Windows） 

・メニューバー → Windowsシステムツール → コントロールパネル 

・ハードウェアとサウンドをクリック 
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図 14-8 コントロールパネルの画面 

 

・デバイスマネージャーをクリック 

 

図 14-9 ハードウエアとサウンドの画面 

 

 

図 14-10 デバイスマネージャーの画面 

 

 ＊このパソコンの場合 USB Serial Port（COM5）と表示されています。  

あとでソフトウェアの設定で使用しますので、確認して下さい。 

この時、「USB Serial Port（COM＊）」が無い場合、やり方が間違っています。メーカのホームペー

ジから「ユーザー I / F プログラム UIP 5」（PCソフトウェア）をダウンロードして下さい。 

＊センスエアのHPからダウンロード可能です。 http://senseAIr.jp/product/software/228.html 
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(3) パソコンにソフトウェアをインストールします。 

 ダウンロードした『uip5_0_0_3_34_setup.exe』をダブルクリックしてソフトウェアをインストール

します。 

 

図 14-11 ソフトウェアのインストール 

 

(4) ソフトウェアを立ち上げます。 

メニューバーからインストールしたソフトウェアを立ち上げます。 

     

図 14-12 メニューバーの画面 

 

(5) 下記のソフトウェア（アプリ）が立ち上がります。 

 

図 14-13 ソフトウェアの立ち上がり 
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(6) ソフトウェア（アプリ）の通信設定を行います。 

 メニューバー 『Meter』 → 『Connection Configuration』を選択します。 

 

図 14-14 メニューバーの画面 

 

・☑ModBus に☑（チェック）します。 

・COM port を選択します。 

・先程確認した、（ここでは）『COM5 – USB Serial Port』 を選択します。 

・Baud rate 9600、 Parity NONEにします。 

 

図 14-15 ソフトウェアの通信設定画面 
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(7) Saveボタンを押します 

 

図 14-16 Saveボタンを押すときの画面 

 

(8) ソフトウェア（アプリ）と CO2センサを通信接続します。 

  

図 14-17 ソフトウェアとセンサの通信接続 

 

・☑ModBus に☑（チェック）する 『Connect』 ボタン押下 

 

図 14-18 ソフトウェアとセンサの通信接続画面 
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(9) CO2センサとの接続が完了し、CO2データをアプリ表示します。 

 

 

図 14-19 CO2アプリの表示画面 

 

(10) 校正の設定を行い、校正します。 

 屋外で校正できるようにして下さい。 

 デフォルトで「CO2」が選択されます。 

 Calibrationの Target に 400（ppm）を入れて「Calibration」ボタンを押して下さい。 

 ＊先程説明した通り大気の CO2濃度は 400ppm程度です。 

 ただし大気の平均値が 400ppm で、人の呼気や、排出ガスなどある場所では高い CO2 濃度になります

ので、注意して下さい。 

 

 

図 14-20 CO2濃度校正画面 
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CO2濃度の数値が約 400ppm 前後となります。 

これで校正の完了です。 

 

(11) ソフトウェアを終了します。 

メニューバー 『Meter』 → 『Disconnect From Meter』で通信を終了します。 

ソフトウェアもウィンドウを閉じて終了して下さい。 

 

図 14-21 ソフトウェアの終了画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 14 回：まとめ 評価と復習 

1 問 センサのメンテナンスは必要ですか。 

2 問 センサは水分や埃に弱いものが多いですか。 

3 問 日射センサのメンテナンスで週 1回、センサ TOP面（拡散板）を柔らかい布

で拭くのは正しいメンテナンスですか。 

4 問 大気中の平均 CO2濃度は 800ppmですか。 

5 問 正しいセンサの設置は必要ですか。 
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第 15 回 ： センシング技術基礎講座まとめ・振返り（この講座のまとめ） 

 

1. はじめに 

前回まで、14回にわたり、センシング基礎講座として学んできました。 

最終回である本回は今まで学んだことを振返りながら、センシング基礎講座のまとめを行います。 

 

2．前回までのコマ振返り 

第 1回 農業センシングとは 

第 2回 センシングする訳 

第 3回 何を測るか 

第 4回 センサの仕組み 

第 5回 カメラの種類とみるモノ 

第 6回 取得したデータの収集・利活用 

第 7回 利活用事例(1）果樹りんごの病虫害 

第 8回 利活用事例(2）トマトハウスにおけるミスト噴霧における高収量化 

第 9回 利活用事例(3）自動潅水・施肥装置への利用 

第 10回 データの共通性 WAGRI 

第 11回 実際にセンシングする 1)センサ取得から LPWAでクラウドにデータを収集 

第 12回 実際にセンシングする 2)自分で作るセンサボックス  

第 13回 実際にセンシングする 3)画像から AIで栽培物を検知  

第 14回 センサのメンテナンス  ~センサの寿命・お手入れ・交換の方法~ 

第 15回 まとめ・評価 

 

2.1 第 1回～6回：センサ・センシングの基礎 

本講座である「センシング技術基礎」は全 15 コマから構成し、前半の第 1 回から 6 回までは農業に

どのようなセンサが使われているか、何を測り、どのようにすればよいのか、また作物の生長を促すに

は光合成や蒸散に関する部分のセンシングを行い、環境を改善すれば必ず収量が増大する方向になるこ

となどを学びました。 

 

2.2 第 7回～9回：センサ利活用事例 

第 7 回、8 回、9 回では、実際のセンサ利活用事例を紹介し、第 7 回では高温障害によるトマトの花

芽落下を防ぐために温度を監視し、ある温度を超えた場合、ドライミストを噴霧して、ハウスの温度を

下げる仕組みや効果を学びました。 

第 8回ではりんごや梨等の果樹において、黒星病の発生要因である子のう胞子菌の飛散日予測をセン

サで行うことができ、センサを上手く用いることで収量の向上や、病虫害の予測ができることを学びま

した。 

第 9回では、今迄農業従事者が自ら灌水する手灌水や、タイマ潅水から、自動で灌水と肥料を与えら

れる自動潅水の仕組みを学びました。作物が欲しい時に適切に水や肥料を与えることで、作物の生長を

促すことができます。自動潅水には日射の量に比例した日射比例潅水や、土壌の水分量が足りなくなる

とその分を灌水して補っていく土壌水分灌水がありました。光合成と蒸散の最適化を図り、日の出から
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何時間後、日の入り何時間前まで潅水するなど、きめ細やかに複数回の灌水を行うことで、作物の生長

を最適化する事例を学びました。 

 

2.3 第 11回～13回まで：実際のセンサ機器を用いてセンシング 

第 11回から 13回では実際のセンサ機器を用いてセンシングをしました。また安価で簡単なセンサ計

測ボックスの製作を行い、簡単なセンサを使用した「見える化」を学びました。第 11回では、LPWA (Low 

Power, Wide Area)と呼ばれる、低消費電力で低ビットレート、広域通信できる無線通信を利用したセ

ンシングを体験しました。 

第 12回では UECS ユビキタス環境制御システム(Ubiquitous Environment Control System)の頭文字

を表しウエックスと言う通信規格のシステムを利用した安価なセンサ BOXを実際に教材として製作しま

した。UECSは中小規模の園芸ハウスで比較的低コストで運用できるオープンな規約で、栽培環境の計測

と制御に利用できるシステムです。色々なセンシング機器や農機でも、この UECS の規約を通信電文と

して用いることで、各メーカの機械を連携してシステム化したり、拡張が行えます。汎用のタブレット

等の画面で温度や湿度の値を確認したり、グラフ化し、園芸ハウスでの環境計測や制御に利用できるこ

とを学びました。 

第 13回では AIの中の機械学習を用いた画像認識技術を、農業センシングに応用した時に何ができる

か、例えばリンゴやトマトの数を自動で数えたり、明日収穫できる数を夜間にカメラでセンシングして

翌日の収穫量を予測したり、栽培計画や出荷、経営に役立てたりすることが近い将来できるようになる

ことを学びました。今後機械学習は農業の現場やサービスでも広がるため、便利になっていきます。有

名な事例では、静岡県のキュウリ農家の方がディープラーニングでキュウリの仕分けを自動選別する装

置を、材料費約 2 万円で製作しました。また AI で病気を予測したり、病虫のいる場所にピンポイント

で防除したり、スマホで写真を撮れば AI が解析して品種や病名、それに効く薬を提案して、そのまま

購入できるサービスが実現しています。これらのサービスや装置も全て画像などのセンシングを行い、

AI を実装することで、サービスを実現していることを学びました。 

 

2.4 第 14：センサ・メンテナンス 

第 14 回は、センサはそれぞれのセンサ原理から、正しい使い方をしないと正確に測れないこと、ま

たセンサには定期的なメンテナンスや、センサ寿命による交換が必要なことを、土壌センサや日射セン

サそして CO2センサを実例として学びました。 

CO2 センサは、第 4 回センサの仕組みでも測定原理を深く学び、キャリブレーション（校正）が必要

で、大気を利用した校正方法を確認しました。 

 

3. センシング基礎講座全体を通して 

本講座は農業を学ばれている方、農業従事者、広く一般の方向けに、農業におけるセンシング基礎講

座としてカリキュラムを組み、工学的なセンサの仕組みや原理、特性等は必要最小限に留めました。そ

して、農業でセンサ・センシングした時のデータ利用方法、各種予測、品質・収量向上への応用、農業

経営の改善等の側面から、産業としての農業にセンサ・センシングは有効であることを説明してきまし

た。 

農業を始めたい、興味がある、またほ場でセンサを使いセンシングしたいという方が増えれば良いと

考えます。 
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4. 農業の課題 

 現在我が国の農業が直面している主な課題には次のことがあります。 

(1) 担い手の減少・高齢化の進行等による労働力不足。 

(2) 農業就業人口は 210万人で、平均年齢は 66.4歳。うち 65歳以上が 6割以上を占めている。 

(3) 農業の現場では、依然として人手に頼る作業や高い熟練者でなければできない作業や判断が多く、

省力化、人手（担い手）の確保、伝承が重要な課題となっている。 

 

5. スマート農業の中のセンサセンシング 

(1) ロボットや、トラクターの自動操舵、ほ場の環境モニタリングなど、農業現場ではさまざまなセン

サが使われ役立っている。 

(2) センサデータを多く集めることで、ビッグデータとなり、データを予測や伝承の基準として利活用

できる。 

(3) センシングした画像データは AI を利用して物体検知、判別、診断等が行え、スマート農業に貢献

できる。 

 

6．おわりに 

現代社会において、製造、金融、通信、電気、研究などの産業は ICTや IoT等の様々な技術をうまく

取り入れ、より良い産業として進化してきました。 

 農業でもスマート農業として全国でサービス化され、導入や実証が進んでいます。 

 少子高齢化は日本の農業のみならず、日本社会全体の課題であり、将来の為にその課題を解決してい

かなければなりません。 

 篤農家のほ場をセンシングしてそのデータを共有し、技術が若い世代に引き継がれることで、新規就

農者が増えたり、耕作放棄地*1 を再生・整備して農業をする人が増える事が期待されます。また、大規

模経営を行ってもスマート農業で効率化を図り、農業者全体が楽しく働ける環境にすることもできま

す。 

 フードサプライチェーンを構築し、食品ロスを無くすだけでなく、農産物ロスも無くすことにも活用

できます。規格外品の廃棄を無くしたり、無くならなくても廃棄せず、6 次産業化商品に加工していき

ます。このような活動が世界で広まれば、全世界の食料の 1/3が廃棄されることは無くなるかも知れま

せん。SDGs*2（持続可能な開発目標）の目標 12である「持続可能な生産と消費」に貢献できる農業に、

センサ・センシングや農業 ICTを活用することで変えていきましょう。 

 

＊1 耕作放棄地：農業経営基盤強化促進法の説明においては、法令. 用語に基づいて、「遊休農地」と表

現している。 

＊1：SDGs（持続可能な開発目標）は、015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な開発のための

2030アジェンダ」に掲げられた、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のこと。 
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まとめ 評価と復習 解答例 

 

第 1回：センシングとは 

1 問 湿度、CO2、水位、水温、日射、風速など。 

2 問 湿度、CO2、水位、水温、日射、風速など。 

3 問 水位、水温、土中温度、気温、積算温度など。 

4 問 あります。 

5 問 良い。 

 

第 2回：センシングをする訳 

1 問 不正解 土壌改良するに、まず土壌成分を知ることが必要。 

2 問 不正解 65歳以上の割合が 6割以上。 

3 問 正解。 

4 問 正解。 

5 問 正解。 

 

第 3回：何を測るか 

1 問 必要（より生長するに必要）です。 

2 問 良い。 

3 問 あります。 

4 問 できます。 

5 問 起こりやすいです。 

 

第 4回：センサの仕組み 

1 問 不正解（センサ項目、機種とも異なります）。 

2 問 測れる。 

3 問 測れる。 

4 問 ある。 

5 問 ガラス。 

 

第 5回：カメラの種類とみるモノ（農業におけるカメラセンシング） 

1 問 自由回答  道路・建物：監視カメラなど。 

2 問 糖尿病や心筋梗塞・肝硬変など。 

3 問 イネの植生、病虫害、熟度、物質含有率など。 

4 問 追熟しない。 

5 問 3。 
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第 6回：取得したデータの収集・利活用 

1 問目 期待できます。 

2 問目 影響があります。 

3 問目 利用できます 

4 問目 意味があります。 

5 問目 有効。 

 

第 7回：利活用例（1）果樹りんごの病虫害予測 

1 問 ナシ、ミカン、柿など。 

2 問 不正解（被害はあります）。 

3 問 正解。 

4 問 あります。 

5 問 分かります。 

 

第 8回：利活用例（2）トマトハウスにおけるミスト噴霧による高収量化 

1 問目 弱い。 

2 問目 あります。 

3 問目 少ない。 

4 問目 考えた方が良い。 

5 問目 重要。 

 

第 9回：利活用例（3）自動灌水施肥装置への利用 

1 問 水。 

2 問 日射。 

3 問 言えます（潅水量が多い場合が多い）。 

4 問 関係がある。 

5 問 比例。 

 

第 10 回：センシングデータの共通性 WAGRI 

1 問目 ワグリ。 

2 問目 可能になります。 

3 問目 なります。 

4 問目 データ。 

5 問目 5.0。 
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第 11 回 実際にセンシング 1：センサ取得から LPWA でクラウドにデータ収集 

1 問 正解。 

2 問 田んぼ、園芸ハウス、果樹、露地など。 

3 問 センサのデータは容量が小さく、無線でのデータ通信での伝送が可能です。 

4 問 正解。 

5 問 正解。 

 

第 12 回：自分で作るセンサボックス 

1 問 UECS対応であれば機器間連携が可能です。 

2 問 できます。 

3 問 正解。 

4 問 できます。 

5 問 正解。 

 

第 13 回：実際にセンシング 3 画像から AIで栽培物を検知 

1 問 1つになります。 

2 問 できます。 

3 問 できます（今後できます） 

4 問 実現されています。 

5 問 役に立ちます。 

 

第 14 回：センサのメンテナンス センサの寿命・お手入れ・交換の方法 

1 問 必要です。 

2 問 多い。 

3 問 正しい。 

4 問 間違い。400ppm 位です。 

5 問 必要です。 

 






