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「SDGs」に基づく農林水産業へ 

• SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目
標）」の略称 

• 国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために
掲げた「世界を変革するための17の目標」 

• 幅広い低炭素・脱炭素技術を提案し，エネルギ ー転換を推進  

• 農業における環境保護  

 

 ☞ これからは、環境にやさしく 

 持続可能な農林水産業 



液化炭酸ボンベの製造過程 



弊社が掲げる再生可能エネルギーとの共存システム 



環境統合制御盤「コンチェルト      」の主な特徴 

①．制御盤1台で、最大２０箇所のハウスの個別独立制御が可能 
  ⇒設備コストの大幅低減 
②．センサは、延べ400個程度の多点観測、エリア割付が可能 
③．無線通信で、半径1km程度の距離であれば、遠隔制御可能 
④．CO2＆Air局所施用が標準で設備されている⇒ランニングコスト低減 
⑤．遠隔監視では、サーモグラフィカメラ等の特殊カメラも設置可能 
  ⇒ハウス内の温度分布、蓄熱、転流の様子を把握 
⑥．CO2ガスを利用したpH制御が可能⇒ランニングコスト大幅低減 
⑦．エリア毎に数種類のLED制御が可能⇒日長管理に最適 
⑧．センサ、外部制御ユニットは全て背番号制なので、故障時等にもタッ
チパネルやPCで簡単に割付変更可能⇒故障時の代替えが瞬時に対応可能 
⑨．外部制御ユニットやセンサは、全てコネクタ接続、配線ミス無く保守、
メンテナンスが簡単⇒農家さんでも簡単にメンテナンス可能 



環境統合制御機器「コンチェルト      」のシステム構成例 

制御盤本体、CO2＆Airバルブユニット類 潅水制御及びpH制御システム 

遠隔監視システム 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の主な仕様書 

電源 AC100V～240V 50/60Hz 専用 

ハウス管理 １0ハウス（標準） 最大２０ハウスまで拡張可能 

ハウス管理項目 窓・カーテン・汎用スイッチ・空調・灌水 

エリア管理 １ハウス当たり６エリアまで割り付け可能 ６０エリア（標準） 最大９９エリアまで拡張可能 

エリア管理項目 CO2ガス・Airガス・ｐH調整液・液肥（EC)・LED 

バルブユニット 

250系統 

CO2ガス １ハウス当たり６系統まで割り付け可能 
Airガス １ハウス当たり６系統まで割り付け可能 

ｐH調整液 １ハウス当たり６系統まで割り付け可能 
液肥（EC) １ハウス当たり６系統まで割り付け可能 

灌水 １ハウス当たり１３系統まで割り付け可能 

開閉リレーユニット 
200系統 

窓ユニット １ハウス当たり８系統まで割り付け可能 
カーテンユニット １ハウス当たり８系統まで割り付け可能 

接点リレーユニット 

120系統 

汎用スイッチユニット １ハウス当たり４系統まで割り付け可能 
空調ユニット １ハウス当たり４系統まで割り付け可能 
LEDユニット １ハウス当たり24系統まで割り付け可能 

圧倒的な制御機器数、独立制御エリア数 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の主な仕様書 

データ収集方法 USBメモリ（CSVフォーマット） 

センサデータ項目 

CO2濃度(ppm または %)・温度(℃)・相対湿度(%)・飽差(g/㎥)・露点(℃) 

照度(lx)・日射(J)・光量子(μmol)・外気圧(hPa)・ハウス内圧差(Pa) 

PH(pH)・EC(mS/cm)・土壌温度(℃)・土壌含水率(%) 
風向・風上・風下・平均風速(m/s)・最大瞬間風速(m/s)・感雨計 

リアルタイム流量(L/min）・積算流量(L)・施用時間(H)・圧力(MPa) 

ユニット制御方式 
時間設定・間欠設定・限界濃度設定・再開濃度設定・電磁弁の開閉設定・ 

日射比例設定・風上風下設定・雨天時設定・連動設定 

グラフ表示項目 
（タッチパネル） 

当日グラフ： CO2濃度・温度・相対湿度・飽差・日射量 （１０分毎） 

２週間グラフ： 日平均温度・日平均土壌含水率・積算日射量・CO2積算流量 

（詳細な分析は、遠隔監視システムで） 

CO2・温湿度センサ ９９系統 １ハウス当たり２４系統まで割り付け可能 
日射・気圧センサ ４８系統 １ハウス当たり２４系統まで割り付け可能 
pH・ECセンサ ４８系統 １ハウス当たり２４系統まで割り付け可能 

土壌センサ ９９系統 １ハウス当たり２４系統まで割り付け可能 
風速センサ（ハウス内） ４８系統 １ハウス当たり２４系統まで割り付け可能 

風速風向計（棟外） １０系統 全ハウス共有 
感雨計 １０系統 全ハウス共有 

圧倒的なセンサ取付台数、収集能力 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の主な仕様書 

データ収集間隔 １分毎 

センサ測定間隔 
３秒以内 

センサ毎に変更可能。状況に応じて自動で調整。 

CO2濃度 
０～１００００ppm ±30ppm  

０～30% ±0.5% 高濃度仕様 

温度（気温） -40.0～99.9℃ ±0.1℃  

相対湿度 0～100.0℃ ±1%  

照度 4.0～220.0klx 

日射量 ０～2400W 

光量子 ０～4000μmol 

気圧 300～1100hPa 

風速（ハウス内） 0～10m/s 

風速風向計（棟外） 0～60m/s 

EC 
0～10.0mS/cm 

０～7.0mS/cm ±5% 

PH 0～14pH 

土壌温度 -10.0～50.0℃ ±1℃ 

土壌含水率 0～100.0%  

圧力 オプション（MPa) 

圧倒的なセンサの種類 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の主な仕様書 

制御設定数 

窓・カーテン ８パターン／日 

灌水 １８パターン／日 

その他 ６パターン／日 

制御流量 
0～200L/min   

※設置した流量計により異なります 

操作方法 タッチパネル 

プリントスクリーン USBメモリ（JPG画像） 

大型タッチディスプレイ オプション対応（ブラウザ画面） 

無線機能 オプション対応（920MHz帯） 

遠隔監視システム 対応可能 

GPS時計 標準装備 

アラーム機能 

バルブの流量、CO2危険濃度 

強風、気圧差、ｐH危険値、相対湿度 

土壌含水率 

圧倒的な制御設定数、設定パターン 



CO2局所施用 



CO2施用ガスを可視化し分析 

イチゴへのCO2局所施用の様子 

イチゴ 
の葉っぱ 

CO2施用 
配管 

CO2ガス 

CO2ガスの流量と圧力、間欠時間を 
制御し、漂うように施用する 



CO2施用ガス及び気流を可視化し分析 

CO2ガスを可視化（動画撮影）し、蒸散の様子を分析 

雑草 

水の入った 
コップ 

葉の周辺で 
上昇気流が 
起きる 

蒸散により、葉の周辺で上昇気流が
起き、CO2ガスの吸収が高まる。この
ような状況を作り出す事が重要。 

高濃度CO2 



環境に優しい農業、栽培の効率化 

従来のハウス内CO2施用方式 
 化石燃料焚き発生装置 

CO2局所施用方式 
液化炭酸ボンベとハウス外気 

のコンプレッサー圧縮 



今、なぜ、局所施用か？ 

標準的なハウス10a程度で計算すると 
間口 7.2ｍ×長さ 48.6ｍ×棟数 3＝床面積 約1,050㎡   
平均高 3.46 ｍとすると 
 

床面積1,050㎡ ×平均高3.46ｍ＝ 容積3633㎥ 
 

架台長４５ｍ✕１５条＝６７５ｍ  
架台部分の空間＝６７５ｍ✕幅０．３ｍ✕０．４ｍ ＝８１㎥ 
 

架台上の空間81㎥／施設空間3633㎥＝約2.2％ 

7.2m 

21.6m 

0.3m 

0.4m 

3.46m 

施用に必要な容積は、ハウス全容積の2.2%程度
に過ぎない⇒無駄なCO2を出さない 



多エリア個別独立制御 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の主な仕様書 



エリアの分け方及び配管例 

① ① ② 

① ① ② ② ③ 

③ ④ 

センサ① センサ① 

センサ① 

センサ① 

センサ② 

センサ② 

センサ② 

センサ④ センサ③ 

センサ③ 



CO2＆Air 



CO2とＡｉｒ併用施用制御の効果 

AirコンプレッサーとCO2ボンベの併用制御 



CO2とAir施用制御の効果 

平成29年3月10日 

平成30年2月19日 

平成29年4月16日 

東京都府中市のトマト農家（約1反）での実証の様子 
 平成29年は、Air施用は、葉の周辺のみ、CO2施用は、半分の面積のみ 
 平成30年は、Air施用は、培地、葉の周辺全面、CO2施用も全面対応：  
   結果（A品のみ）：７ｔ⇒９ｔと２ｔ増収 



無処理区 
Air区 

 無処理区（左）およびAir区（右）における個体の比較 

新梢の確認 新梢の確認 

地上部の比較 

※東京農工大学との共同実験資料より 



形態調査 無処理区（左）とエアー施用区（右） 

エアー施用区は根がよ
く発達している 

地上部と地下部の形態 

※東京農工大学との共同実験資料より 



太陽光パネル蓄電型センサ 
無線モジュール付 



独自に開発した 
指向性アンテナ 

環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

太陽光パネル蓄電型 
センサシステム 

各種無線技術 

通信モジュール付きセンサ 



センサ 
・校正方法、校正キット 
・CO2基準センサ 
・背番号制 
・測定場所での表示機能 
・タッチパネルでの簡単割付 

 

環境統合制御盤「コンチェルト    」の特徴 



遠隔監視遠隔制御 



遠隔監視、遠隔制御 

環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

全てのエリア測定値をグラフ化 表示したいデータをクリックするとグラフ化 

各種カメラ画像を同一画面表示 



CO2ガス使用量も棒グラフ化 

環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

エリア毎にCO2ガスリアルタイム使用量を表示 

遠隔監視、遠隔制御 



特殊カメラ 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

サーモグラフィカメラによる徹底分析 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

サーモグラフィカメラによる徹底分析 

ハウス内の蓄熱の様子 トマトの実の蓄熱の様子 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

サーモグラフィカメラによる徹底分析 

潅水開始 

0分 

１分 ７分 12分 27分 

32分 35分 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

特殊カメラ技術システムによる徹底分析 

超暗視カメラによる暗部の撮影 超音波波長技術を利用した気流の撮影 

分子構造素子屈折率差分技術を使用した 
CO2ガスの可視化 



pH制御 



図１ CO₂注入区におけるCO₂注入開始後の 

養液のpHおよびECの推移 

図２ CO₂注入区におけるCO₂注入停止後の養液の
pHおよびECの推移 

塩類集積の原因であるECの上昇を引き起こさずに 

pHの減少効果あり 

pH減少 制御停止後+0.6上昇 

pH、EC変化状況 

EC変化無し EC変化無し 

※東京農工大学との共同実験による 



pH制御システム例 

藻類培養槽におけるCO2供給システム（pH制御） 
液肥用pH調整システム 

液肥用pH調整システム 



LED 



オリジナルLEDによる徹底分析 

LED配列例１ LED配列例２ 

環境統合制御盤「コンチェルト    」の特徴 



オリジナルLEDによる徹底分析 

環境統合制御盤「コンチェルト    」の特徴 



オリジナルLEDによる徹底分析 

環境統合制御盤「コンチェルト    」の特徴 



その他 



環境統合制御機器「コンチェルト    」の特徴 

液肥、水、抗体菌潅水切替制御システム 

抗体菌タンク 

東京農工大学との共同実験 

液肥、水、抗体菌切替システム 
及びpH制御システム 



木製ハウス 

遮光用太陽光パネル付き 
木製ブラインド制御システム 

・照度センサにより日射量を制御 

・ブラインド部分の太陽光パネルでハウス内電源補助 


