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要旨 

 深層学習モデルに温室環境制御の正常状態を学習させ，そのモデルに温室環境をリアルタイム予測させるこ

とで，当該温室の環境制御が正常範囲から逸脱した状態を検出する高度監視システムを開発した．期間の異なる

環境計測制御記録データセットを温室環境の深層学習モデルに学習させた予測モデルを内蔵した低コスト小型コ

ンピュータを温室の UECS プラットホームに接続し，リアルタイムで温室環境を予測させた．最近 1 年間のデー

タセットによる学習モデルの誤差が最小になり，前作データセットと直近データの転移学習で高度監視が実現可

能と考える．環境計測値の上下限値や植物成育状況の観察では検知が難しい機器の異常を発生させてリアルタイ

ム予測したところ，平方相対誤差の 60 分移動平均値にすると異常状態の検出が可能であった．本高度監視システ

ムをクラウドサーバのアプリケーションとすれば，温室の高度な遠隔監視サービスの提供にも資すると考える． 
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緒言 

 

温室環境制御システムは，数分程度の間隔で環境計測

値・機器動作状態値を収集し，動作ログとして補助記憶

装置やクラウドサーバに記録している．しかし，グラフ

で環境傾向を表示させる程度しか活用しきれていない現

状がある．そこで，ビッグデータである環境計測制御記

録データセットを温室環境制御正常状態の教師データと

して深層学習モデルに学習させる．そして，そのモデル

に当該温室の環境をリアルタイム予測させ，実測値との

誤差を監視することで，当該温室の環境制御の軽微異常・

経時劣化の検出を目指す高度監視システムを開発してい

る．星・松浦ら(2020)，星・飯塚(2021)の検討で得られた

温室環境の深層学習モデルに，期間の異なる環境計測制

御記録データセットを学習させた．学習済みモデルを内

蔵した低コスト小型コンピュータを，温室の UECS プラ

ットホームに接続してリアルタイム予測を実施し，予測

誤差による異常検知の可能性を評価した． 

 

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

を対象にした．施設から得られた動作ログの毎分の瞬時

値と，それらの 60 分移動平均値のうち，線形重回帰で多

重共線性の低かった項目に暦日情報を加えた計 18 項目

から，教師データとして使用する目的変数の 1 項目(温度，

相対湿度，CO2 濃度)を除き，学習データセットにした．

2020 年作分データ(以降(20)と略す)は，2020 年 11 月～

2021 年 3 月の 210,950 セットで，それに 2019 作分(2019
年 11 月～2020 年 3 月)を加えたデータ(以降(19-20)と略

す)は計 340,878 セットで，さらに 2018 作分(2018 年 11
月～2019年3月)を加えたデータ(以降(18-20)と略す)は計

554,018 セットであった．乱数でシャッフルしてデータ間

の時系列的関係を喪失させてから無作為抽出した 8 割を

学習に，残り 2 割を評価に使用した．この他の深層学習・

栽培条件は，星・飯塚(2021)と同様とした．また，温室で



表1 学習データセット期間の違いと平均相対
予測誤差 

のリアルタイム予測機には Raspberry Pi OS (32bit) 2021-
01-11 版を導入した Raspberry Pi 3 B+を使用し，学習シス

テムと同版の Python と深層学習ライブラリを用い，温室

のUECSのネットワークに接続して深層学習済みの予測

モデルを動作させた(図 1)． 
 

  
図 1 Raspberry Pi によるリアルタイム温室環境制御

高度監視システムの構成と温室での試験状況 
 

結果および考察 

 
(20)，(19-20)，(18-20)のデータセットを学習に用い，最

も相対誤差が小さくなり，過学習が発生しないニューラ

ルネット構造と学習条件を探索した．その結果，17 細胞

-272 細胞×5 層-1 細胞の単純 7 層パーセプトロンで，平

均して低い学習ロスを示したバッチサイズが 128， 50 エ

ポックの学習条件を採用し，以下の試験で用いた． 
学習データセット記録期間の違うモデルを用いてリア

ルタイム予測させた結果を表 1 に示す．学習したデータ

セットでの平均相対予測誤差は，期間が短いほどやや低

下したが，1～2%で大きな差はなかった．しかし，リア

ルタイム予測をさせた結果，大きな差が現れた．最近 1
年のデータセットで学習させたモデルの誤差が 3 年前か

らのモデルの半分程度になった．機器の性能劣化・交換

による機能変化や，環境制御設定値変更の累積による影

響と推察される．この結果から，前作データセットと直

近データの転移学習で高度監視が実現可能と考える． 
 
 

 

[A] 耐震消火機能または燃料切れで CO2 施用機が停止 

 
[B] 保温カーテン開閉器のサーマルが働き夜間に開状態 

 
[C] 温湿度センサ内蔵の通風筒ファンが劣化して動作停止 

 
図 2 異常検知が難しい軽微異常を発生させた時(黄色部

分)のリアルタイム予測値と平方相対誤差の変化 
 
続いて，環境計測値の上下限値や植物成育状況の観察

では検知が難しい機器の異常を発生させた時の予測値と

実測値との平方相対誤差を図 2 に示した．予測モデルで

時々スパイク状の大きな平方相対誤差が出現するため，

60 分移動平均値にすると異常状態の検出が確実である．

温湿度計の通風ファンが動作停止した図 2 [C]の場合は，

気温予測モデルの平方相対誤差に 0.05 程度の上昇が通

常状態で時々観察されることがあるため，予測モデルの

さらなる精度向上が求められる結果になった．これにつ

いては，約 1 週間前の 1 週間のデータを逐次転移学習さ

せて解決可能と考え，Jetson Nanoで試行を予定している． 
スタンドアロンでの実用化に加え，本高度監視システ

ムをクラウドサーバのアプリケーションとすれば，温室

の高度な遠隔監視サービスの提供にも資すると考える． 
本報告は，科学研究費(19K06323)による研究成果に基

づく． 
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モデル作成時 リアルタイム予測

(18-20) 1.55% 20.42%

(19-20) 1.33% -

(20) 1.12% 8.80%

(18-20) 1.66% 9.67%

(19-20) 1.70% -

(20) 1.64% 5.24%

(18-20) 1.98% 20.53%

(19-20) 1.65% -

(20) 1.54% 9.33%

※リアルタイム予測は，RaspberryPiに実装したシステムをハ
ウスに設置し，2022年1月1～21日の予測をさせた結果．
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