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1. はじめに 

プラスチックハウス・温室・植物工場等の施設植物生産

へのコンピュータ応用研究は 1970年代から活発化した。し

かし、導入価格・単位施設規模などの点から、日本の生産

現場へ成果の普及はそれ程進展しなかった。近年、ICT の

コストパフォーマンスの劇的な向上と、日本の施設面積と

農業従事者の減少に対抗する持続的生産性達成への期待か

ら、施設植物生産現場へ ICT 導入の期待が高まっている。

苛烈な放射・塵埃・結露環境に晒されるセンシングシステ

ムのロバスト設計・保守容易化、対象生物と需給関係に固

有の遅延性・非線形性・慣性・カオス的特性への対応、生

産者への ICT リテラシーの啓蒙など、当該技術の生産現場

への普及には、課題も山積している。演者らが実施してい

る研究開発を紹介するとともに、過去から未来に向かって

の技術の進展を俯瞰してみたい。 

2. 歴史 

施設植物生産の起源は古代ローマ帝国に遡る。日本にお

いては、朝比奈北斎が中国伝来の「唐むろ」を草木育種

(1818 年)に記載したのが初出である 1)。寒季の植物保護が

目的で、木炭または有機物の発酵熱を利用した暖房が使わ

れた。日本の近代植物生産施設としての起源は、終戦直後

の 1946年に調布飛行場跡地に米軍の命令により建設した面

積約 2 ha の連棟式の鉄骨ガラス温室であった 2)。進駐した

米軍関係者に生食可能な清浄野菜を提供することが目的だ

った。やがて、国民の生活文化の向上に伴い、野菜の生食

需要の増大と、低価格化した塩化ビニルなどの合成樹脂被

覆材によるパイプハウスの普及により、1960 年代後半から

施設植物生産は急速に発展した。 
1970 年代に入り、電子技術の急速な発展と、オイルショ

ックによる重油価格高騰を受けた暖房の省エネルギ制御の

要請をうけて、複合環境制御、ミニコンによるディジタル

制御などの電子工学技術の施設植物生産への開発研究が行

われた 3)。この頃、農業の工業化として「植物工場」が大

きく期待され、企業も多数参入した。完全人工光栽培や、

光合成速度をポテンシャル関数にしたフィードバック系の

自動最適制御(山登り法)なども提案されたが、経済的植物

生産への普及には至らなかった。工学者が農業というもの

を甘く見過ぎていたということが当時の文献からも窺える
4)。また、1980 年代に入り、第 5 世代コンピュータプロジ

ェクトの影響を受け、農業への応用人工知能(今のいわゆ

る AI)の導入にも期待が集まったが、当時のコンピュータ

の処理能力が低すぎ、実用化することはなかった 5,6)。 

日本の園芸施設の設置面積は、生産者の高齢化、新設施

設の減少に伴う老朽化、輸入農産物の増加などの影響を受

け、1999 年を境に減少に転じた(図 1)。人口・内需が今後

減少する中で、我が国の施設植物生産業をいかに持続的に

機能させるかが問われている。その解決策の大きな一つと

して、コストパフォーマンスが劇的に良くなった ICT の活

用に私は大きな期待を寄せている。 

 
図 1 日本の園芸施設の設置面積と予測値(文献 3)に加筆) 

3. 現状 

農業には不安定で予測不可能な生産環境・需給環境があ

り、それらの変動に対して極めて大きな時定数で、しかも

非線形に反応する生物を、どうやってうまく成育制御して

持続的に生産できるかが成否を決める。課題の多い農業の

あり方を改善できる可能性のある ICT を活用したスマート

農業、アンビエント農業が、近年、特に期待されている 7)。 
半閉鎖型の生産環境である施設植物生産では、外気象の

影響を施設・環境制御機器の巧みな操作によって緩和・抑

制し、高効率・高収益な生産を行うためのセンサーベース

システムである環境制御システムの導入が重要である。と

ころが、日本の植物生産施設への環境制御システムの導入

率は、農水省の 2016 年の統計によれば、面積ベースで

2.5%に過ぎない。これは、日本の 1 施設あたりの規模が、

平均 0.055 ha と極めて小さく、これまでの環境制御システ

ムの価格では投資額の償却ができなかったためである。施

設植物生産がトップレベルのオランダでは、環境制御シス

テム導入率は 100%で、規模は平均約 3.5 haである。その結

果、世界食糧機構の FAOSTAT によると、2017 年のトマト

の生産効率は、日本が 61.4 t/ha に対し、オランダは 508.4 
t/ha である。収量がすべてではないが、日本より高緯度で
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光合成の光条件が悪いオランダに 8 倍を超える差を付けら

れているのは改善の余地が大と言っても良いだろう。 
そこで、オランダ並みの大規模施設を建設して技術導入

し、スケールメリットによる生産性の向上を目指した各種

のシステム開発研究が実施された。しかし、低緯度モンス

ーン気候による病虫害の多発、需要が減少する中での多大

な設備投資の懸念、過剰生産による競争激化・単価低迷、

生産プラットホーム不在による資材供給の非効率化・高価

格化などにより、あまり成功していない。成功した中小規

模施設生産者は、施設を大規模に改築するのではなく、も

う 1 棟の同規模施設を借りるか建設するのが普通である。 
この日本の現状では、メインフレーム型のシステム開発

より、自律分散型のユビキタスなシステム開発が望ましく、

今で言う IoT をベースとしたユビキタス環境制御システム

(UECS)のプラットホームを我々のグループで 2004 年に実

用化した 3)。このような環境制御システムを既存の中小規

模施設に導入して、ICT を活用した生産性の向上を図って

いる。近年では、Arduino 等のオープンソースハードウェ

アを使い、低導入コストで器用な生産者なら自作可能な環

境制御システムの実証研究プロジェクトを 2016 年度から 3
年間実施した。このようなシステムを各県の中小規模施設

に導入したところ、高度環境制御を実現して収益性が立証

された(表1)。生産者が自費で購入・設置でき、このDIYの

情報が書籍やインターネットで多数公表され、中小規模施

設植物生産現場への ICT の普及が促進している 9)。 
 

 

4. 課題と展望 

施設植物生産分野での ICT 導入で、電子回路とシステム

応用に関するハードウェア面の課題としては、(1)苛烈な放

射環境、(2)厳重な EMC 対策が不可欠、(3)多湿・他塵埃環

境、(4)生物の侵襲がある。特に太陽放射(太陽定数: 約 1.37 
kW/m2)、地球温暖化により発生頻度が増した雷電磁波に対

する対応無しでの製品開発は考えられない。また、ソフト

ウェア面の課題としては、(1)設置・設定コスト、(2)点検

保守コスト、(3)活用のための教育が挙げられるであろう。

製品化し、売り放しでは、生産者はどううまく使ったら良

いかわからない。こんな製品は、初期設定から一度も変更

されることなく、故障しても放置される場合が多い。この

分野は、多様性が大きすぎ、想定外の状況が頻発するので、

ターンキー製品の開発はほぼ不可能だと考えている。 
スマート農業を一層推進するものとして、深層学習(DL)

などのいわゆる AI が大きく期待されている。しかし、(1)
学習範囲内の巧みな内挿技術を想定外が日常の農業で適用

できる限界、(2)ビッグデータを経済的に得られる項目が限

られる、(3)生産者は賢くならず依存体質になるリスクなど

の解決が課題になろう。ビッグデータが取得容易な、環境、

画像、流通への適用を期待する。皆がスマートフォンを使

う時代が到来した。しかし、スマート農業やAIの導入普及

及に際して、農業現場に不安はいまだかなり存在する 10)。 
その一方で、自作計測器と表計算ソフトだけで、自己施

設のノイジーなデータをマイニングして生産の安定化を図

った施設スイートピー生産者、過去に開発された高額の AI
画像果実選別機 5)に匹敵するシステムを RaspberryPi の

Python の DL を使って 3 万円で製作した施設キュウリ生産

後継者など、ICT 凄腕スマート生産者も各地に現れるよう

になった。完全製品でない、施設植物生産に簡単に応用で

きる材料としてのセンサ、アクチュエータ、基板製品の一

層の開発・供給の促進で現場サイドの活性化にも期待する。 

5. さいごに 

私は施設植物生産の ICT応用の研究を約 40年間続けてき

た。コストパフォーマンスが劇的に良くなった ICT 導入の

期待が高まる昨今の状況には、素晴らしい時代が到来した

と考える。その一方で、過去の何度かのブームが成就しな

かった原因の一つに、開発→製造→販売→消費(生産者)の
垂直構造があったのでは、と思う。私が学生の頃、教授か

ら「研究テーマは農家の庭先から探せ」と戒められた。想

定の下に研究室内で良かれと開発した技術が生産現場で全

く使えないことが過去に良くあった。アウトリーチ活動に

留まらず、生産者と製造側の様々な人々がワイガヤ方式で

モノづくりできるような共創・共生構造構築の必要性を強

く感じる。今後は、農業ファブラボのような仕組みを作り、

持続的な施設植物生産の発展に寄与したいと考える。 
なお、本報告は、科学研究費助成事業基盤研究(C)（一

般）19K06323「深層学習による園芸施設環境モニタリング

データからの高次情報の抽出」の支援を受けた。 

引用文献 

1) 平野恵、2010、温室、法政大学出版会、285 pp. 
2) 榛沢茂量、2011、世界一の水耕農場、東京都三鷹市大沢

郷土史、6、81 pp. 
3) 星 岳彦・安場 健一郎・黒崎 秀仁、2016、日本の施設園

芸とユビキタス環境制御システムの現状と展望、植物環

境工学、28(4): 163-171、https://doi.org/10.2525/shita.28.163 
4) 沢田 信夫・板木 利隆・石川 洋一・市川 惇信、1975、植

物工場システムの可能性、計測と制御、14(6): 448-459、
https://doi.org/10.11499/sicejl1962.14.448 

5) 農林水産省農林水産技術会議事務局、1986、人工知能と

農業、農林統計協会、185 pp. 
6) 星 岳彦・平藤雅之・本條 毅、1990、バイオエキスパ

ートシステムズ、コロナ社、208 pp. 
7) 農業情報学会編、2019、新スマート農業、農林統計出版、

500 pp. 
8) 生物系特定産業技術研究支援センター、2019、UECS ス

マート化による地域中堅園芸施設の経済性の向上、地域

戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 成 果 パ ン フ レ ッ ト 、

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/h27kakushin/chiik
i/yasai_kaki/result-3-10.html 

9) 中野明正・安 東赫・栗原弘樹、2018、ICT 農業の環境

制御システム製作、誠文堂新光社、151 pp. 
10) 日本農業普及学会編、2018、EX セミナー「農業普及は

ICT にどう取り組むか」、農業普及研究、23(2):1-62 

b. CO2・

燃料費

c. スマー
ト化運用
経費

d. スマート
化減価償
却費(7年)

イチゴ 山口県 961 934

トマト 埼玉県 420 175

キュウリ 宮崎県 964 71 43 192 659

スイートピー 岡山県 1,436 △73 766

47*1

245

743

*1 イチゴ(山口県)のスマート化に伴う減価償却費は3年で償却。

作物
地域戦

略
実証地

a. 農業粗収
益の増減

スマート化コスト
経済性

a-
(b+c+d)

表 1 低コストUECS導入による経済性(単位: 千円/10 a)8)


