
施設園芸の電子化の進展と生産現場への普及の試み 
Progress of Computerized Greenhouse Horticulture Production and Attempt 

to Popularize it for Japanese Commercial Greenhouses 

星 岳彦 
Takehiko Hoshi 

近畿大学 生物理工学部 
Faculty of Biology-Oriented Science and Technology, Kindai University 

 

１． はじめに 

我が国の施設園芸の特徴は、施設 1 棟の面積、導入され

た設備の分布が、欧米をはじめとする諸先進国と比較して、

極端なピラミッド構造になっていることである．研究開発

分野では、1980 年代から、植物工場 1)、植物生体情報セン

シング 2)、高度環境計測制御システム 3)、パソコン通信ネ

ットワーク 4)、農業エキスパートシステム 5)などの電子工

学技術の応用研究が活発になされてきた．しかし、これら

の導入・普及は進展せず、ピラミッドの頂点の数%に留ま

るか、廃れてしまった．昨今の半導体素子の劇的なコスト

パフォーマンスの向上は、コストによる導入障壁をほぼ撤

廃可能にした．現在でも、十数棟のパイプハウスの窓を手

動で毎日開け閉めしているような、ピラミッドのすそ野の

施設園芸生産者にまで、電子化による労務・収益性の改善

の恩恵をもたらすために残された課題はどのようなものか．

また、それを解決するためにどのような方法が期待できる

のか．これらについて、演者の専門である施設園芸環境計

測制御システムを対象に論じる． 

2 ．環境制御電子化の歴史と普及の現状 

経済成長による高品質生鮮野菜需要の増加、塩化ビニル

フィルムなどの低コスト軽量合成樹脂製被覆資材の普及に

伴って、1970 年代に日本の施設園芸の設置面積は急速に増

加した．この頃から、施設内部の各種環境を複合させ、最

適な植物生産を行うため、アナログ演算装置やリレー・タ

イマなどの計装制御器を用いた複合環境制御装置の研究開

発が日本で行われた 6)．ミニコンと呼ばれる低コストコン

ピュータ、DEC 社の PDP-8/E を用いたセンサーベースシス

テムによる環境制御装置のディジタル化の研究も推進され

た 7)． 
 

 
図 1 1984 年頃施設生産現場に導入された初期の

マイコンを使った環境制御システム 8) 

1980 年代になり、マイコンを使った環境制御システムが

開発されると、試験研究機関だけでなく、先進的生産者の

生産施設への導入が始まった(図 1)．しかし、1 セット 200
万円近くする価格では、先進的農業補助金を利用したごく

一部の施設への導入に留まった．日本の農家 1 戸当たりの

園芸施設面積が平均 2,537 m2，1 棟当たり平均 641 m2 (2018
年度)という、施設園芸先進国オランダの 1 棟平均約 35,000 
m2 と比較して、極めて小さな施設規模がこのようなシステ

ム導入経費の償却を困難にしてきた．また、日本の施設

(約 422 km2)の 76.5%がハイプハウス，58.8%が無暖房で、

一方、養液栽培装置が 4.6%，CO2 施用装置が 4.1%、高度

環境制御装置の導入が 2.7%の低い導入率 (2018 年度)であ

るなど、施設装備レベルの階層が極端なピラミッド構造に

なっている．これらのことが、日本での環境制御システム

の導入が低迷した理由であると考える． 
しかし、近年の半導体のコストパフォーマンスの向上は、

センサや情報処理・通信機器の劇的な低価格化をもたらし

た．これにより、スマート施設園芸というキーワードで、

日本の小規模・多棟の園芸施設に導入の機運が生まれてい

る．調査データからも 2～3 年程前から園芸施設の減少に

も歯止めがかかってきた傾向に見える(図 2)． 
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図 2 日本の施設の新設面積と高度環境制御導入の

状況 (星ら 9) に最近のデータを加筆)10) 

3．普及の課題と方策 

(1)低コスト化のための自律分散・DIY システム 
成功した日本の施設園芸生産者が経営拡大するとき、日

本の施設価格と用地の事情が働き、大規模施設に改築せず

に、もう一棟同等施設を新設するか、借りることが多い．

その結果、中小規模・多棟離散の園芸施設が多くなってし

まう．この形態に適合するのが、ネットワークで分散した

低コストコンピュータを接続して自律分散協調的に計測制

御するシステムであると考えた．そこで、2004 年に実用化

研究を開始したユビキタス環境制御システム(UECS)を提案

し、普及を推進してきた 11)．ここで開発した通信のプラッ



トホーム(https://uecs.jp/)は、研究に留まらず製品販売もさ

れ、日本の当該分野で最も普及した標準的オープン規格に

なっている．また、Arduino 等のオープンソースハードウ

ェアで各ノードを製作できるようにした 12)．これは、制御

システムを自作可能にし、20 万円弱で高度環境制御システ

ムを構築可能にした 13)． 
(2)アプリケーションソフトウェアによる利便性の向上 
IoT で環境等の情報を計測し、クラウドサーバに記録し、

スマートフォンなどでそのトレンドグラフを見られるよう

にしたスマート化事例は今や多数ある．しかし、これは施

設園芸分野の情報化で 1980 年代には達成されたものであ

る．当時のシステムは高価格だったこともあるが、この機

能程度だけでは、生産者が使う利益を感じられなかった．

つまり、環境データを使って、(1)過去のどのような環境が

作物の今の状態に影響しているか、(2)今の環境は、どのよ

うな変化の傾向にあるのか、また、異常はないか、(3)この

環境が続いたとしたら未来はどうなるのか、(4)以前の作で

は、どんな環境の傾向だったのか、を生産者は全て知りた

かった．このような要求に応えるべく、新たな考え方を入

れた UECS 対応モニタソフトウェア UECS-GEAR を

Windows PC 用のフリーウェアとして開発した 14)．さらに、

環境制御された施設環境の深層学習モデルを構築し、施設

環境の監視、センサメンテナンス等に活用しようと試みて

いる 15)．年次ごとの気象の特徴、機器の故障・操作ミスな

どを検出可能なことが示された． 
(3)植物成育情報取得の試み 
施設内の環境を変化させて植物の成育を制御できる．し

かし、環境制御システムが計測・制御するのは環境値だけ

である．植物を観察し、その結果に基づき環境制御設定値

を定める部分は、今も生産者に全て任されている．自動化

どころか、支援すら未達成である．環境制御方針決定のた

めのフィードバックパラメータになり得る植物成育情報を

現場に導入可能な低コストで取得したい．そこで、いくつ

かの研究開発を試みている。まず、ロードセルを用いた果

実重量連続測定を試みた 16)．果実の肥大速度の変化から、

水管理の方針を考える水ストレスの状況などを取得可能で

あった 16)．また、低コスト分光測定システムを使うことで、

フィトクロム平衡値(光形態形成指標)の推定、群落繁茂度

の推定などの非侵襲計測が可能であった 17)．さらに、養液

栽培の給排液量を低コスト超音波センサで液面計測するこ

とにより、植物の吸液速度の変化をリアルタイムで明らか

にすることができた 18)．家畜生産ではあたりまえの水・餌

の摂取量管理が生産現場の養液栽培においても可能になる

と考える． 

4．おわりに 

日本の生産額と就業人口から計算すると、農業の経済的

魅力を他産業並みにするためには，産出額を約 3.67 倍に引

き上げるか，農業就業者を約 3.67 分の 1 に減らした状態で

産出額を維持する必要がある 10)．農業就業者の高齢化・減

少は今後も一層深刻化するのは避けられない．電子化によ

るスマート農業技術を活用し、少ない人手と生産規模で産

出額を維持することができれば，より魅力ある産業に脱皮

する契機にもなり得る．電子情報通信技術の一層の発展と

施設園芸分野への導入の促進、両分野の研究者・技術者の

一層の交流・糾合を期待したい． 

なお、本報告の一部は科研費 JP19K06323 の支援により

実施した．ここに記して謝意を表する． 
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