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1) 近畿大学生物理工学部，〒649-6493 和歌山県紀の川市西三谷 930 

 

要旨 

 培養液の排液量・排肥量を自動計測し，UECS プラットフォームに情報出力できる，中小規模生産施設に設置可

能な低コスト UECS 自律分散ノードのシステムを開発した．本システムは，超音波距離センサによる排培養液(排

液)量の計測装置と，3D プリンタで製造した計測部電極の電圧印加と電流方向を精密に制御して直流電位差計測

するパルス EC 計測機構と，硬質塩化ビニル異径ジョイントとポリブタジエン弾性球を用いた排液自動排出機構

から構成される．部品コストは 2 系統あたり約 3 万円で，生産者施設に導入可能な程度のコストにできた．現場

レベルでイチゴ高設養液栽培の精密培養液管理が可能になり，施設植物生産スマート化の推進に役立つと考える． 

 

キーワード 

導電率センサ， EC，培養液管理，施設園芸，スマート農業  

 

緒言 

 
 土壌から隔離された高設養液栽培ベッドでは，物質の

出入りを容易に計測できる．超音波距離センサを用いて，

排培養液(排液)量をリアルタイム計測可能なシステムを，

低コスト UECS(ユビキタス環境制御システム)プラット

フォームを使って開発した(星ほか 2019)．これに続き，

3D プリンタを使って計測電極部を製造した低コスト導

電率センサを開発し，排液 EC を連続計測することで，

作物の排肥量をリアルタイム計測可能にした．そして，

高価な排液電磁弁に代わる低コスト自動排液機構を開発

した．そして，作物の吸液および吸肥量のリアルタイム

計測を可能にする，培養液の排液量・排肥量を自動計測

し，UECS プラットフォームに情報出力できる，中小規

模生産施設に設置可能な低コストUECSシステムを開発

した． 
 

材料および方法 

 
計測原理 
 隔離ベッドの水収支は； 

吸水量＝給水量－排水量－蒸発量－培地水分増加量 

   ＝蒸散量＋植物体水分増加量 
になる．ここで，培養液量(液量)は水量と肥料量(肥量)

の和になる．そして，吸肥量は； 
 吸肥量＝(給液 EC×給液量－排液 EC×排液量) 

      ×イオン等量 EC 係数 
になる．ここで，EC は培養液の導電率(dS m-1)であり，

イオン等量 EC 係数は，培養液の単位導電率当たりの等

電気量イオン数を示す．園試処方培養液の場合，約 1 me 
m Ω ℓ-1になる(星 2019)．栽培ベッドが被覆され，蒸発量

がほぼ 0 と仮定でき，定常状態と考えられる時間間隔な

ら培地水分増加量も 0 と仮定できる．これらから，吸液

量(cm3)と吸肥量(me)は，給液量，排液量，給液 EC，排液

EC から算出可能である．給液 EC は原培養液の実測値か

ら、給液量は低コスト UECS 培養液給液ノードから取得

できる．さらに，既開発の排液量計測システムに，排液

EC 連続計測機能と自動排出機構を付加することで，隔

離ベッドで栽培された作物の吸液量と吸肥量を連続自動

計測可能になる．ハードウェアは，Arduino MEGA 2560
＋Ethernet 2 シールドの小型汎用 CPU 基板 1 セットで 2
系統を連続計測可能にした． 
 
パルス EC 計測機構 
普及している電極法液体導電率(EC)の計測では，分極

等による精度低下を防ぐため，1 kHz 程度の交流を用い
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たインピーダンスブリッジで計測し，さらに 25℃の計測

値に温度補償する必要がある(星 2019)．このため，テス

ターなどの汎用計測機を用いた直流電気抵抗の手計測で

は求めることができない．また，養液栽培に広く使用さ

れている廉価な EC メータは，貯留液に電極部を浸漬し

て人手で計測する方式で，栽培ベッド排液口から逐次排

液される培養液 EC の変化を自動連続計測できない． 
そこで，小型汎用コンピュータを用いて，電極の電圧

印加と電流方向を 1 ms (1 kHz)単位で精密に制御して直

流電位差計測するパルス EC 計測機構を開発した．さら

に，排液を流下させながら連続計測できる EC 計測電極

部を設計し，3D プリンタを用いて製造した． 
 
排液自動排出機構 
既報告の排液量計測システムは，排液をポリバケツに

貯留し，バケツ天面から液面までを超音波距離センサで

測距し，排液体の形状を倒立円錐台と考え求積し，貯留

排液量を算出する．やがて貯留排液がオーバーフローす

るため，定時に自動排出する機構が自動化には必要であ

る．これまで，防蝕材質の低差圧電磁弁をポリバケツ底

部に取り付けて排出していた．しかし，電磁弁価格が排

液量計測システム全部品価格の約半分を占めていた． 
そこで，水道配管用硬質塩化ビニル異径ジョイントと

ポリブタジエン弾性球(商品名: スーパーボール)用いた

排出弁を考案した．弾性球に水糸を取り付け，ポリバケ

ツ天面に設置したソレノイドで水糸を引いて電気的に自

動排出する低コスト機構を開発した． 
 

結果および考察 

 
パルス EC 計測機構 
市販の養液栽培用 EC メータ(CD-6021，カスタム製)と

本測定システムの計測値の相関を図 1 に示した．F.S. (2.4 
dS m-1)に対する測定精度は±3.26%であった．市販 EC メ

ータの精度に匹敵する性能が得られたと考える．コンピ

ュータに接続可能なセンサ部の部品コストは 2 系統分で

約 1,000 円程度であり，1～3 万円程度の市販 EC メータ

と比較して，大きな費用対効果が得られたと考える． 

 
図 1 開発した EC センサの計測性能 

 
排液自動排出機構 
低コスト排出弁を用いた排出機構を 4 系統試作し，イ

チゴ高設養液栽培ベッドに設置し，毎日 23 時 50 分から

5 分間の定時排出動作試験を実施した．約 3 か月間で，

自動排出終了時に弾性球と異形ジョイントの間に植物残

渣が挟まり，翌日の排液量計測が漏液により不能になっ

た 1 回以外は，正常動作することが確かめられた．この

点の信頼性向上については，排出弁上部に網フィルタを

入れることにより，解決可能と考える． 
 
低コスト UECS 排液・排肥量計測システム 
低コストUECSノードである本システムを試験ハウス

に設置して計測し，培養液給液システムの給液結果を

UECS プラットフォームで情報統合して，イチゴ 1 株あ

たりの日吸液量と日吸肥量を求めた(図 2，図 3)．天候と

使用したイチゴ品種，’まりひめ’と’紀の香’により，培養

液および肥料の吸収特性の違いが示された．本システム

の製造に必要な総部品コストは，2 系統あたり約 3 万円

であった．生産者施設に導入可能な程度のコストにでき

たと考える．現場レベルで高設養液栽培の精密培養液管

理が可能になり，AI 応用の高度培養液管理の実現で施設

植物生産スマート化の推進に役立つと考える．本研究の

一部は，科学研究費(19K06323)の支援による成果である． 
 

 
図 2 開発システムによる雨天時の計測例 

 

 
図 3 開発システムによる晴天時の計測例 
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排排液液のの時時間間遅遅れれにに因因るる
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