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要旨 

 神奈川県内施設生産者が所有する中小規模複数温室を対象に UECS 導入条件を検討した．既存の環境制御シス

テムの UECS 化により生産者の費用負担軽減は見込めるが，広く普及を図るにはさらなる低コスト化が求められ

る．また，トマト生産者を対象に UECS 環境計測ノードの組立講習および圃場での試験運用を行ったところ，UECS

導入には電子工作技術,ネットワーク技術の習得が必要であり,導入後の技術支援も必要である． 

 

キーワード 

神奈川県，施設園芸，スマート農業，ユビキタス環境制御システム（UECS）  

 

緒言 

 

神奈川県の都市農業における施設園芸は,限られた農

地を高度に利用した土地生産性の高い経営が行われてお

り,地域農業を振興していく上で重要な位置を占めてい

る． 

近年,市場価格の低迷と生産コストの上昇から,生産性

や収益性のさらなる向上が求められており,それを実現

する手段として,施設内環境制御技術（特に二酸化炭素濃

度や湿度制御）の導入が期待されている． 

しかし,本県は,1棟1,000㎡程度の施設を2～3棟所有

する経営が主流で,流動化による施設の集約化や大規模

化は困難な状況であり,高額な投資は難しい上に，施設の

現状維持を望む声も多い． 

そこで,中小規模複数施設を一括管理する安価な環境

制御システムとして活用が期待できる,ユビキタス環境

制御システム（以下,UECS）の導入普及に向け,施設トマ

ト経営を対象に,既存の環境制御システムのUECS化によ

る生産への影響および導入経費の試算と,UECS 環境計

測ノードの組立および運用の課題抽出を行った． 

 

材料および方法 

 

（1）中小規模複数温室の効率的モニタリング・制御シス

テムの検討 

 平成 28 年 7 月に,神奈川県高座郡寒川町に設置した現

地実証地の温室 2 棟において, 既存の環境制御システム

（「スーパーミニ」）に UECS により通信機能を付加する

リニューアルを行った．上記温室でトマト栽培を行い,生

育調査からリニューアルの影響を確認した。また, 現地

実証地生産者から,リニューアルしたシステムへの評価

を得た． 

（2）技術講習の開催と UECS 組立過程およびに圃場で 

の運用における課題の抽出 

 平成29年10月に,生産者,指導機関職員を対象にUECS

研修会を実施した．参加生産者(32 名)を対象に UECS 導

入に関するアンケート調査を実施し 24 名から回答を得

た．.回答者は 30 代，40 代が中心で,トマトを栽培してい

る生産者が多かった． 

上記研修会に参加した生産者のうちUECSへの関心の

高かった 4 名を対象に, 平成 29 年 11 月に,環境計測ノー

ドの組立講習会を実施した．完成した上記ノードを各生

産者の温室内で試験運用し,利用状況および改良点につ

いて聞き取りにより調査を実施した． 

 

結果および考察 

 



（1）中小規模複数温室の効率的モニタリング・制御シ 

ステムの検討 

実証地におけるトマト（定植：平成 28 年 9 月,収穫

終了：平成 29 年 6 月）の生育経過は,天候不順の影響

を受け,やや栄養成長気味の時期もあったが概ね順調

な生育を示した． 

UECS により通信機能を付加するリニューアルによ

り,気温，湿度，二酸化炭素濃度等の各環境要素の経時

変化のグラフ化が可能となり,既存の環境制御システ

ムにモニタリング機能が備わった．これにより,別途モ

ニタリング機器を導入する必要がなくなるため,機器

の購入,各種センサーの更新など生産者の費用負担の

軽減が期待できる．しかし,今回のリニューアル経費は

1 台あたり 496 千円であり（表 1）,モニタリングだけ

を目的とする場合,本県内に普及しているモニタリン

グ機器の価格が140千円から250千円程度であるため，

割高である．しかし，現地実証地生産者から「遠隔に

よる天窓の開度調節」,「遠隔による詳細な設定値の変

更」等の要望があり，これが実現可能となれば,複数の

温室を所持している生産者にとって有効な機能と考え

られる． 

今回のシステムをリニューアルでなく新規に導入す

ると経費（工事費含む）は 1 棟あたり 1,390 千円であ  

る．現在,本県で事例のある統合環境制御システムの 

導入経費 1 棟あたり 2,000 千円から 2,700 千円と比較

すると低価格である．しかし,本県の生産現状,たとえば施

設面積 30a トマト経営の場合の 10a 粗収益試算値 4,078

千円であり，システム導入に係る減価償却費は約 5%に

相当する。広く普及を図るには,さらなる低コスト化が望

まれる． 

（2）技術講習の開催と UECS 組立過程およびに圃場で

の運用における課題の抽出 

 研修会参加生産者のうち,すでに UECS 導入している生

産者７名に現在の課題を自由回答方式で設問したところ「設

定の仕方」,「運用サポート」など導入後の技術的支援をあげ

た生産者が 3 名,「誰でもすぐに使うには，まだまだ難しい部

分もある」など計測・制御機器としての成熟度の低さを上げ

る生産者が 3 名あった． 

次に，生産者 4 名を対象に実施した環境計測ノードの組

立講習会では，参加者全員に完成したノードの接続不良，

配線ミスなど不備があり，電子工作技術の未熟さが目立った

（表 2）．また，各生産者の温室内で試験運用を試みたところ，

初期設定等導入トラブルが多く，UECS 導入においては電

子工作技術に加え，ネットワーク技術の習得が必要であるこ

とが示唆された． 

一方，温室の通信環境も課題として上げられる．4 名とも

小規模の施設を複数所有しており，最も多い生産者は 6 棟

の温室を所有している．4 名のうち,パソコン,ＬＡＮ回線のあ

る施設は生産者 A のみであった．こうした通信環境が整って

いない場合,モニタリングには個別に SIM カード利用による

通信，クラウドの使用が必須であり，温室棟数分の回線使用

料が必要となる.今回の参加生産者は,回線使用料及びクラ

ウド利用料の負担について抵抗感をもっており，UECS 導

入に向けて検討が必要な課題である． 
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表2 環境計測ノード組立講習会参加生産者概要と組み立て、運用における課題等

項　　　　目 生産者Ａ 生産者Ｂ 生産者Ｃ 生産者Ｄ

年　代 20代 30代 30代 30代

施設面積 23a 30a 60a 24a

棟　数 ２棟 ３棟 ６棟 ２棟

栽培作物 トマト ミニトマト トマト トマト

施設のインターネット通信環境 無線ＬＡＮ なし なし なし

UECSに関する知識 研修会等参加、情報収集 － － －

電子工作に関する知識、経験 自動車部品組み立て経験あり － ハウス工経験あり －

情報通信技術に関する知識、経験 － － － ハードウェアに関する知識あり

組み立て時の課題
（完成品のトラブル）

C02センサー接続ミス
CO2センサー接続ミス、

ファン接触不良
CO2センサー接続不良 CO2センサー接続不良

運用における課題

・時々フリーズしてしまい、ス
イッチを入れ直している。
 （ノードの完成度が低かった）
・通信費用やクラウド使用料が
負担

・設定や保守が煩雑
・通信費用やクラウド使用料が
負担

・通信費用やクラウド使用料が
負担

・通信費用やクラウド使用料が
負担

感想、要望等
環境計測だけでは他機種の方
が使いやすい。制御まで行わ
ないと価値がでない。

環境計測だけでなく、側窓の
開け閉めなど簡単な制御がし
たい。

自分で組み立てると直すこと
ができる。つぎはもっと上手に
作れる。

モニタリング用パソコンもDIYし
たいので、ラズベリーpiで動くソ
フトウエアがほしい。

表1　リニューアル費用と県内で普及が進んでいる環境計測・制御機器等の価格例

製 品 名 本試験器 A社製 B社製
C社製

【】は「友の会」入会

の場合

 パソコン・LAN回線 必要
不 要

（表示端末必要）
不 要

（表示端末必要）
必要

遠隔モニタリング
インターネット環
境及び遠隔ソフト

利用で可能
○ ○

インターネット環
境及び遠隔ソフト

利用で可能

リニューアル費 248千円

496千円 【198千円】

統合環境制御盤本体価格 500千円 398千円 1,295千円

環境制御システム一式注

導入経費例(10a一棟）
1,390千円 約2,000千円 約2,700千円

通信費・利用料等 無し
クラウド使用料・

通信費　
27千円/年

計測のみ 
36千円/年
制御含む

65千円/年

無し
 【会費 12千円/

年】

資料：メーカー、施工業者への聞き取りにより作成（価格(表示は税別）は平成29年5月時点）パソコン、インターネット環境は含まず

注）制御盤、モニタリング機器工事費等含む（パソコン、インターネット環境は含まず）

環境計測のみ

136千円 315千円モニタリング機器価格
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