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UECSによる環境制御の実際

第４部 環境制御

農研機構つくば植物工場 指導者育成研修2018

講師：安 東赫（国研 農研機構 野菜花き研究部門）



完全人工光型植物工場植物工場
(29 ha)

複合環境制御装置
のない施設
42,280 ha

出展:園芸用施設の設置等の状況(2014)
植物工場29haは「植物工場全国実態調査、優良事例調査(2017.3)」
に基づく推計値

複合環境制御装
置がある施設

952 ha(2.2％)

高度な環境制御行う施設の拡大が必要
(施設生産関連市場の拡大へ)

生産面積の拡大，
高度環境制御割合の向上

生産者の減少・高齢化
関連企業の存続も危ない

レベルアップ
(技術普及)

施設園芸の現状



施設園芸の構造と活性化ターゲット

(出典：「ＩＣＴ農業の環境制御システム製作－農業ICT化の現状と施設におけるUECSの実践イメージ」、中野、2018)



UECSとは

ユビキタス環境制御システム
(Ubiquitous Environment Control System)の頭文字。
「ウエックス」と読む。

植物を生産するためのガラス室・ハウス(温室)、
植物工場などの園芸施設の環境制御を実現するた
めの優れた自律分散型システム。

IEEE802.3(Ehternet)という通信規格を採用し、装置同士が会話する言
語として、XMLを採用している。
また、UECS用に開発された制御機器では、Webサーバー(HTTPサーバー)
機能を持っており、Webブラウザを使用して、各ノードの監視と設定がで
きるようになっている。
2010年UECS研究会でUECSのシステムで利用する通信文の内容および通
信方法などを通信規約に定めている。

UECSのロゴマーク
規格の準拠を示す

UECSは商品名ではなく、制御システム規格の名称である。



UECS研究会の結成



集中管理型環境制御システム
自立分散型環境制御システム

20℃、65%、520ppm、
1.2m/s、日射500W/㎡
…

50%開
燃焼中

稼働中

ユビキタス環境制御システム

電気エネルギーの流れとして制御
LANによる情報通信として環境制
御およびデータ収集を実施

モータ
(天窓、側窓、カーテンなど)

CO2

給液装置

ファン

ミスト

暖房機

制御コントローラー
センサー

(温湿度、CO2、
風速など)

温室コンピューター

給液装置

ファン

ミスト

暖房機

センサー
(温湿度、CO2、風速など)

ネットワークに接続可能な機器

LAN

LAN
Internet

モータ
(天窓、側窓、カーテンなど)

CO2

既存のシステム

既存のシステムとの違い



(出典：「ＩＣＴ農業の環境制御システム製作－ＵＥＣＳとは何か」、星、2018)

UECSの主な特徴



●自律分散で中枢部がないので、故障しても全体が停止する
ことはない。
●ネットワークケーブル1本ですべての情報が交換できるので
施工が簡単で安くなる。器用な生産者なら自分で増設も可能
である。
●規模拡大や縮小もノード数の増減だけなので簡単である。
●それぞれのノードの専用ソフトウェアを開発すればよいのでプ
ログラミングが容易になる。
●やり取りする情報が規格化されるので、企業間の共同・分業
開発が容易で、各社のノードが混在できる。
●通信規格はインターネットの規格と同じなので、インターネッ
トを利用した応用システムが簡単に構築できる。

(UECS研究会HP)

UECSのメリット



UECS規約(CCM信号)

A-1M-0

時間（時：分：秒）

日付

室内気温

室内湿度

室内 CO2 

室内日射

屋外気温

屋外湿度

屋外 CO2 

屋外日射

屋外風速

屋外風向

屋外降雨

送受信レベル情報種類 CCM 識別子の項目名
（type 属性値）

単位 精度
（最低値）

Time

Date 

InAirTemp

InAirHumid

InAirCO2

InRadiation

WAirTemp

WAirHumid

WAirCO2

WRadiation

WWindSpeed

WWindDir16

WRainfall

時分秒

年月日

C 

％

ppm

kW m-2

C 

％

ppm

kW m-2

m s-1

整数

整数

下 1 桁

整数

整数

下 2 桁

下 1 桁

整数

整数

下 2 桁

整数

整数

整数

A-1M-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

A-10S-0

(出典：ＵＥＣＳ通信基本規約－ＵＥＣＳ研究会)



AH: 温風暖房機(気温用)
WH: 温水暖房機(気温用)
EH: 電熱線暖房機(気温用)
RV: 天窓換気装置
CO: カーテン開閉機
SV: 側窓換気装置
VF: 換気扇
CF: 撹拌扇
MF: 細霧冷房装置・ミストアンドファン装置
PF: パットアンドファン装置
HP: ヒートポンプ装置
EX: 熱交換装置
RH: 根圏暖房機
NM: 養液作成装置
NB: 養液栽培ベッド
OC: 室外気象測定装置

IC: 室内気象測定装置
SL: 補光装置
LC: 電照装置(日長コントロール)
CD: 炭酸ガス施用装置
VM: 蒸散・煙霧防除機
SW: スイッチノード
SC: ステップコントローラ(簡易コンソール)
MC: 複合環境制御装置
DB: データベース・データステーション装置
CC: 計算装置(計測制御機能を持たず

CCM から高度な情報を算出する)
LI: 生体情報計測装置
HM: 収穫量検出装置
WT: 作業入力端末装置
WV: 作業車・運搬車の制御装置
XX: 種類未認定のノード種類

CCM 識別子の大分類記号分類表

記号 分類 類する具体例

ａ

ｃ

ｍ

ｘ

制御機器系ノード

操作・コントロール系ノード

計測器系ノード

分類不能、設定なしノード

暖房機、天窓、換気扇 など

手動操作スイッチ、コンソールなど

屋外気象センサノード、室内気象センサノードなど

InAirTemp.mIC
室内気温

（例）

暖房機

Heater.aAH

UECS規約(CCM信号の分類)

(出典：ＵＥＣＳ通信基本規約－ＵＥＣＳ研究会)



～CCMの構成～

Heater.aAH (8-1-1) [A-1M-1] 

項目名 ノード種別名 部屋番号 データ送信方法

InAirTemp.mIC (8-1-1) [A-10S-0] 

項目名 ノード種別名 部屋番号 データ送信方法

暖房機（例）

室内気温（例）
room

region
order

UECS規約



<?xml version=“1.0” ?>

<UECS ver=“1.00-E10”>

<DATA type=“InAirTemp” room =“1” region = “3” order=“0” priority=“29”> 
23.0</DATA>

<IP>192.168.1.15</IP>

</UECS>

xml形式のフォーマットを利用して環境制御を実施

LAN接続で通信方法はUDPブロードキャスト

・意味のついた情報文を利用しているので自動的にデータがあつまる

・莫大な情報から自分に必要なものだけを選択して利用することができる

・上記通信文を流すことでパソコンから高度な環境制御ができる

通信規約が公開され誰でも使用(開発)可能
→発展の可能性が高い

UECS規約



UECSによる暖房機制御の事例

LAN

センサノード、
制御ノードから
の情報

室内気温情報
窓の開閉情報

時間情報 湿度情報

計算情報

カーテンの開閉情報

屋外気温の情報

エネルギー使用情報

必要とする情報のみを
複数受信

制御ノード

制御ロジックによって制御決定

暖房機

稼動情報を
LANに送信

制御信号を送信

「日の入から日出1時間前まで室内気温が00℃以下であれば」
「日出1時間前から日出まで湿度が00％以上か、結露温度以下であれば」
「日の入前、絶対湿度が00％以上の場合」(換気窓と連動)
・・・

CO2濃度情報

飽差情報

暖房機の稼動情報

・・・

露点温度情報

日射情報



UECSによるCO2制御の事例

LAN

センサノード、
制御ノードから
の情報

室内気温情報
窓の開閉情報

時間情報 湿度情報

計算情報

カーテンの開閉情報

屋外気温の情報

エネルギー使用情報

必要とする情報のみを
複数受信

制御ノード

制御ロジックによって制御決定

CO2施用機

稼動情報を
LANに送信

制御信号を送信

「日出～日の入、窓が閉、日射が00以下、室内CO2濃度が600ppm以下であれば」
「日出～日の入、窓が閉、日射が00以上、室内CO2濃度が800ppm以下であれば」
「日出～日の入、窓が開、室内CO2濃度が400ppm以下であれば」
・・・

CO2濃度情報

飽差情報

暖房機の稼動情報

・・・

露点温度情報

日射情報



UECSの計算ノードを使えば

「00時～00時、10分間の気温変動が00℃以上になると」→暖房機、HP

「00時まで目標とする平均気温に達してないと」→暖房機、カーテン、換気窓、HP

「湿度00％が00時間以上になると」→換気窓、暖房機、カーテン、HP

「積算日射が00kW/m2になると」→灌水

「昼間平均気温と夜の平均気温の差が00であれば」→暖房機、換気扇、換気窓

「日射が00kW/m2 以上で気温が00℃以上であれば」→カーテン、換気扇、換気窓、HP

「風向00、風速00m/sであれば」→換気窓

「屋外気温00℃以下で雨センサーが反応すると」→暖房機

「内外湿度差が00％以上で、気温が00℃以上であれば」→換気窓

「室内気温00℃以上が00分続くとor室内湿度00％以上が00分続くと」→警告

・・・



UECSを活用した事例



初期に開発されたUECS対応機器（2006年）



植物工場研究拠点への導入(2011年)

植物工場つくば実証拠点 三重県植物工場実証拠点



 

NARO植物工場でのUECSを利用したICT技術

温度制御(換気、加温、冷房)

天窓

変温管理など

開閉モータ

側窓

暖房機 ヒートポンプ(冷暖房)

ミスト制御(飽差制御、冷房)

補光装置LED補光
(日射比例)

遮光、保温用カーテン
(日射、温度制御)

給液装置(タイマ、日射比例)

燃焼式CO2発生器CO2ガス
(濃度制御)

補光

ほとんどの機器は
UECSによって制御中

養水分制御

湿度制御

CO2制御

風速

遮光、保温



大規模施設への導入

次世代施設園芸宮崎拠点



東北・震災復興地域への導入

（宮城県亘理郡 株式会社GRA、2012年）



（岩手県 陸前高田市）

東北・震災復興地域への導入



既存の環境制御装置のUECS対応

(Yoshi Max, ㈱三期計装)



おんどとり
ＵＥＣＳ

ゲートウェイ

（温度・湿度・ＣＯ２）

環境制御ノード ＣＯ２施用機

無線
通信

ＣＣＭ変換

ＬＡＮ
接続

制御設定
リレー出力

環境計測

市販のセンサを利用したUECS制御

http://www.wa-bit.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/SheevaPlug.png
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif_6ax9pzLAhUBKKYKHePCA6MQjRwIBw&url=https://www.nepon.co.jp/nk/cg254.html&psig=AFQjCNGyXJiD9HgdvgCYZx9Gvns6n0YsUA&ust=1456833643807915


UECSを活用した
環境計測・制御の低コスト化



ハウス内の環境が知りたい

安価で環境制御がしたい

自分で制御装置を作りたい

使っている機器をもっと賢く制御したい

中小規模施設でも…



専用基板を開発し
利用するしかなかった．

ＲａsｐｂｅｒｒｙＰＩＡｒｄｕｉｎｏ

ネットワーク接続が可能な安価な
マイコンの利用が急速に増加

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY24GAuLXJAhUmGaYKHRu-BVAQjRwIBw&url=http://japanese.engadget.com/2015/02/02/raspberry-pi-2-model-b-4-and1gb-ram-windows-10-6/&psig=AFQjCNHhFqFVEGkDBDzmNlaApywPSakKeQ&ust=1448879754923767


Raspberry Pi(低価PC)

＋

制御用ソフト
UECS-Pi(ワビット製)

ユビキタス
通信規格

ハードウェア ソフトウェア

共通通信規格

施設内環境の見える化
＆複合環境制御

UECS導入システムの構成

UECS-Pi
・㈱ワビットが公開中のRaspberry Piに

使用可能な汎用の環境制御ソフトウェア。

・環境計測・制御システムとしての機能を

有する。

・ハウスの環境制御に必要な機能がほとん

ど盛り込まれているため、プログラムの専

門知識がなくても、必要な設定を行うだけ

で、システムが構築できる。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY24GAuLXJAhUmGaYKHRu-BVAQjRwIBw&url=http://japanese.engadget.com/2015/02/02/raspberry-pi-2-model-b-4-and1gb-ram-windows-10-6/&psig=AFQjCNHhFqFVEGkDBDzmNlaApywPSakKeQ&ust=1448879754923767


UECSを活用したDIY環境計測・制御装置



Raspberryを利用した環境計測・制御ノードの製作マニュアル (誠文堂新光社)

【目次】
1章 農業のICT
2章 UECSの環境制御の組み立てと設定
3章 UECSによる環境モニタリングとクラウド利用
4章 データを活用した環境制御の基礎と収量予測
5章 実例で学ぶUECS導入
6章 ICT農業の未来

自作マニュアル

【執筆者】
星 岳彦、中野明正、安 東赫、栗原弘樹、黒崎秀仁、戸板裕康、
藤尾拓也、渡邉圭太、加藤 敦、安場健一郎

出典：http://arsprout.net/archive/doc/#sensor-node-kit-guide



UECS製作講習会



既存のコントローラーをUECS化

制御

UECS制御ノード

既存のコントローラー

既存のコントローラー

制御

UECSノード

複合制御への拡張



自作システムを活用した生産者の事例

(出典：「ＩＣＴ農業の環境制御システム製作－私にもできた！UECS-Piで環境制御」、加藤、2018)



UECS関連クラウドサービスを利用する

UECS Station Cloud(Wabit)

アキサイ(Fujitsu)

たもつくん(Excite)



クラウドサービスを利用した事例

宮城県イチゴ農家の事例
(毎週の情報交換会においてクラウドのデータを比較)



UECS対応ソフトウェア

UECS信号送受信支援ツール

UECSモニタリング・計算ツール

UECS制御ロジック開発ツール

汎用型環境制御用ソフトウェア



UECS対応ソフトウェア

生育・収量予測ツール
(サービス提供予定)



計測ノード
(日射、温湿度、CO2…)

ネットワーク

UECS信号による
情報共有・環境制御

環境情報

生体情報

環境情報 栽培管理情報
制御判断情報
生産予測情報

制御信号

制御信号

制御ノード

様々なアプリケーションツール

UECSアプリを活用したスマート農業

(出典：「ＩＣＴ農業の環境制御システム製作－ソフトウェアの活用」、安、2018)



・環境モニタリング
・環境制御

基本機能

付随機能

・LANの導入

今後の方向性

・中小規模施設向けのUECSの提案
・環境モニタリングの改善
・新たな環境制御手法の開発
・AIなどを利用した環境制御アシスタント機能

現状

・SNS等で環境制御に関する情報のヨコ連携
・デジタル画像情報の有効活用
・ドローンなど農業機械との連携

基本機能の改善・充実

付随機能の有効活用

機能の拡張

・インターネットを介した気象情報との連携
・露地栽培での活用
・他の農業情報フォーマットとの連携

UECSの今後の展開方向

(出典：「ＩＣＴ農業の環境制御システム製作－ICT農業の今後とUECSの現状と展望」、安場、2018)
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