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深層学習による温室環境モデルを用いたセンサ・制御機器の

Raspberry Pi による高度監視システムの可能性 
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要旨 

深層学習技術を用いて，植物生産施設の環境計測制御記録のビッグデータを活用し，スマート農業の実現に繋

がる可能性を検討している．ニューラルネットに施設環境計測制御項目の関係性を学習させた．その学習結果を

搭載した廉価小型コンピュータを植物生産施設に設置し，UECS プラットフォームで収集されたリアルタイムの

環境計測制御データで予測させるエッジコンピューティングによる専門的異常監視の可能性について検討した．

検討したシステムは，異常低温などの異常値で検知される致命的異常状態の検知に先立ち，機器やセンサの劣化，

人為的環境制御設定ミス，異常気象の始まり等，想定外で予兆的な異常を検知できる可能性を持つと期待する． 
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緒言 

 
1990 年代の状況(星ほか 1990)と比し，コンピュータ処

理能力の向上が深層人工ニューラルネット学習(DL)によ

る問題解決の実用化をもたらした．農業分野においても，

畳み込みネットワーク(CNN)などによる高度画像認識と

して，開花・着果状況の把握，病虫害検出などへの応用

が検討されている．課題は大量の学習(画像)データセッ

トの収集・整備である．敵対的生成ネットワーク(GAN)
などである程度は解消されたが，実用的システム開発の

ために依然として最も多くの時間と労力を要している． 
その一方で，コンピュータ制御温室・ハウスなどの植

物施設の環境計測・制御機器動作・制御設定値等のデー

タは，自動的に記録されている．1 施設で仮に毎分 20 項

目のデータが記録されれば，約 1 千万個 y-1になる．2018
年に日本のガラス室・ハウスは約 65.8 万棟あった．高度

環境制御装置の同年の面積普及率が約 2.7%である．棟数

も同率であると仮定すると，約 1.8 万棟の各施設から得

られた，約 1,870 憶個 y-1のデータが記録されたことを意

味する．しかし，クラウド利用などが進む現在でも，ト

レンドグラフ表示する程度の活用状況である． 
本研究では，DL 技術を用いて，このようなビッグデー

タを活用し，スマート農業の実現に繋げる可能性を検討

する．ニューラルネットに施設環境計測制御項目の関係

性を学習させた．学習結果を入れた廉価小型コンピュー

タを植物生産施設に設置し，ユビキタス環境制御システ

ム(UECS)で環境計測制御データを収集し，そこからの環

境予測値による高度異常監視への活用可能性を検討した． 
 

材料および方法 

 
UECS で自律分散環境制御された鉄骨アーチパイプ

PO 被覆のイチゴ 432 株が栽植された高設養液栽培施設

(面積 120 m2)で得られた 2018 年 11 月～2019 年 3 月，

2019 年 11 月～2020 年 3 月，2020 年 11 月～12 月の環

境計測制御記録値，暦日情報，変化時定数が大きい項目

の移動平均値のうち，多変量解析によって多重共線性の

低かった計 18 項目(表 1)を学習データセットに用いた． 
データセットのうち，室内気温，室内相対湿度，室内

CO2 濃度を各目的変数とする教師データとし，それ以外

の各 17 個を説明変数として DL させた．欠測値を除いた

430,789 組をランダムに撹拌して時系列連鎖を解消した

後，その 8 割を学習に，2 割を評価に使用した． 
学習用ハードウェアは CPU: i7-9800X 3.80GHz，RAM: 

32GB，GPU: TITAN-V+CUDA 10.1．OS は Windows 10，
IDE は Jupyter Notebook 6.1.4+Python 3.7，DL ライブラリ
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に tensorflow 2.3.0 と Keras 2.4.3 を使用した．学習成績が

良好だった単純パーセプトロン回帰モデル(17 入力，1 出

力，隠れ層 136 細胞×5 層)とし，変数初期値は Glorot 一
様分布，活性化関数は ReLu にした．バッチサイズ 64，
最大学習回数は 50 エポックとし，学習曲線から過学習

と推定される直前まで学習させた． 
 

表 1 学習用の毎分の環境計測制御項目(星ほか 2020) 

 
 
リアルタイム環境データからの予測機には，Raspberry 

Pi 3 B+を 3 台使用し，それぞれ，室内気温，室内相対湿

度，室内 CO2 濃度を予測させた．Ubuntu ベースの

Raspberry Pi OS (32bit) 2021-01-11 版に，学習システムと

同版の Python と深層学習ライブラリを導入してプログ

ラムを作成した．UECS 規格の環境計測制御 UDP パケッ

ト(UECS-CCM)を受信し，リアルタイム予測用入力変数

を生成し，リアルタイム予測値を UECS-CCM で 1 分毎

に送信する機能を持たせた．学習データを収集したイチ

ゴ高設養液栽培施設に予測機を設置して，性能評価した． 
 

結果および考察 

 

 
図 1 試行した各予測モデルの平均相対誤差 

 
星ら(2020)で報告した 2019 年 12 月までのデータセッ

トで線形重回帰と DL を用いて作成した予測モデルの成

績に，2020 年 12 月までのデータを追加したモデルの成

績を加え，図 1 に示した．植物生産施設の各環境計測値

は，外部気象の影響のほかに，設定値に基づく非線形な

環境制御が大きく影響している．従来の統計的予測モデ

ルとして一般的な線形重回帰予測モデルでほぼ予測困難

なことが示された．今回，学習データセットを約 1 年分

増加したことで，DLの平均相対誤差が約半分になった． 
誤差が大きく DL が比較的難しかった室内 CO2濃度の

リアルタイム予測例を図 2 に示した．早朝の CO2強制施

用をうまく予測できている．途中の CO2濃度センサ補正

値の変更，燃焼式 CO2施用機の意図的停止など，異常と

認められにくい程度の想定外変化が実測値との誤差に現

れ，高度監視の可能性が示された例であると考える． 

 

図 2  CO2 濃度リアルタイム予測値と実測値との誤差 
 
DL モデルは学習に用いたデータセットの巧みな内挿

技術とみなせる．つまり，想定内の状況に対する予測技

術であると考える．ローカルな予測モデルを施設内でリ

アルタイムに適用し，実測値との誤差を観察する．も

し，一定の閾値からの遺脱を観察した時には，何らかの

想定外の事象が発生していると推定できる．数多くのセ

ンサ，機器が設置されている植物生産施設に発生する，

異常低温などの異常値で検知される致命的異常状態の発

生まで待たず，本研究で検討したシステムは，機器やセ

ンサの劣化，人為的環境制御設定ミス，異常気象の始ま

り等，想定外で予兆的な異常を検知できる高度監視の可

能性を持つと期待する．今後，施設性能の経年劣化，気

候変動，生産戦略の変更，技術向上などの長期的な変化

を適切に反映させるための転移学習(TL)の導入を考えた

い．そして，ハウス内設置可能な Jetson Nano 等の低コ

スト GPU ボードを用いて，TL で状況変化に適応しつ

つ，高度監視を行う低コストで実用的な UECS エッジ

コンピューティングシステムの構築を目指したい．本研

究は，科学研究費(19K06323)の支援による成果である． 
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起源 内         容 単位

計測値 室内気温 ℃

室内相対湿度 %

室内CO2濃度 ppm

屋外日射フラックス kW m-2

培地温度 ℃

室外気温 ℃

感雨(通常0・雨検出時に1) -

制御値 保温カーテン開度 %

遮光カーテン開度 %

1分間当たりの暖房時間 s

天窓開度 %

1分間当たりの燃焼式CO2供給時間 s

1分間当たりの液化CO2供給時間 s

計算値 9月1日0時0分0秒からの日数(実数) d

屋外日射フラックスの1時間移動平均 kW m-2

1分間当たりの暖房時間の1時間移動平均 s

1分間当たりの燃焼式CO2供給時間の1時間移動平均 s

1分間当たりの液化CO2供給時間の1時間移動平均 s

室内気温

0

18

平
均
相
対
誤
差
(%
)

6

12

室内相対湿度 室内CO2濃度
線形
重回帰

深層
学習

データ
追加

線形
重回帰

深層
学習

線形
重回帰

深層
学習

データ
追加

データ
追加

0
200
400
600
800
1000
1200
1400

C
O

2濃濃
度度

(p
pm

)

CO2濃濃度度計計測測値値 CO2濃濃度度予予測測値値

セセンンササ校校正正 施施用用機機OFF

--880000
--440000

00
440000
880000

22//2277 22//2288 33//11 33//22 33//33 33//44 33//55 33//66 33//77 33//88

誤誤
差差

((pp
pp
mm
))

22002211年年のの日日付付 ((MMoonntthh//DDaayy))

濃濃度度がが想想定定以以下下

校校正正にによよりり誤誤差差ががやややや改改善善


	DL
	排液

