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　近年まで、散水設備における必要水分量は、土の表面
ではなく数cm下の土中に水分があるかどうかを確認し
ていたが、実使用に適したものではないため、タイマー
制御のみによる散水で、水分量の適・不適に関係なく散
水するしかなかった。
　ただし最近は半導体素子の低価格化、電子回路の低
消費電力化、デバイスの小型化、さらにWi-Fiなどの無
線技術の一般利用化により、これまでの低品質もしくは
高価/高精度であった土壌水分のセンシング技術が、飛
躍的に進化し市場へ投入されつつある。
　しかし、ほとんどのセンサにおいて、なんらか土壌と
電気接触する必要があるため、長期使用中の電気腐食
は避けられないものになっている。
　また電気接触部をコーティング処理し絶縁している
製品においても、高度な電極部間の静電容量を測定す
る方法が必要となり、電子回路側への負担がかかりコス
ト的に高額となるため、研究機関や植物工場などでは使
用できたとしても一般農家、個人ユーザもしくは汎用設
備業者にとっては実設置へのハードルが高いのが実状
である。

　本土壌水分センサの
基本原理は光学利用し
た既存製品（Fig. 1）「水
位レベルセンサ」と同
じである。本来は水位
レベルの検出を行う製
品であり、プリズム部
を持った樹脂ケースの
中に光学素子付の基板
を内蔵したシンプルな
構成となっている。

　水位センサの基本原理はプリズム部が空気中では光
学素子の光が反射して帰ってくる（Fig. 2）が水中では
光が透過して帰ってこない。（Fig. 3）
　この原理を利用して水中と空気中を識別している。

　今回この既存製品に、特殊機能を付加し、土中の水
分の浸透/補水状況を電圧信号で検出/モニタすること
を可能とした。
　本センサは特長として、全体が樹脂モールドされて
おり土とは完全非接触となっているため電気腐食する
部位が無い。
　あわせて水位センサとしての構成上、水没、水中作
動が基本性能となっているため土の中に完全に埋設さ
れても問題なく使用することが可能となる。
　その結果、電圧信号のアナログ値として、土中の水
の浸透状況と変化をモニタリングすることが可能な土
壌水分センサとなった。
　価格面においても、コアパーツとなる光学部品も汎
用的な光素子を使用しており高価な発振部品やマイコ
ンは使用していない。よって一般ユーザにとっても購
入しやすい、安価な価格設定が行える。

　この特性を活かした制御方法の一例として路地栽培
などの培養土における水分の検出ではなく、制御精度
の必要な水耕栽培用のロックウールを想定して、スポ
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Fig. 1 　水位レベルセンサ

Fig. 2 　空気中 Fig. 3 　水中



33CKD 技報　2017 Vol.3

土壌水分センサ技術

ンジへの水分の浸透性制御について試験確認と考察を
行った。実際にスポンジを培土として水耕栽培を行う
場合もある。
　スポンジもロックウールと同様に高い補水力があ
る。よって水耕栽培において一般的にその補水状況は
育成時期に合わせて60～ 90％の範囲で変化させ、成
長と収量をコントロールし、速やかに根圏を発育させ
ることが重要となる。その際に水もしくは肥料養液の
コントロールは育成条件の重要な管理条件となりその
際の補水量の誤差は5％程度と言われている。

　本センサの特長は土中の水分の浸透具合をアナログ
値でモニタリングできることである。そこで市販マイ
コンボードを使用して、センサの出力電圧をAD変換
1024分割し、補水状態と乾燥状態を本センサでモニ
タしながら水耕栽培をシミュレーションして、最適な
制御性の簡易試験確認を行った。
　先のマイコンボードによりスケッチ（Fig. 4）と呼ば
れるソフトウェア作成、ハードウェアとしてデータロ
グをとるためのSDカード、数値モニタ用液晶を準備
した。（Fig. 5）

　スケッチとしては1秒割り込みでセンサからの数値
をSDカードへ書き込むとともに、散水の制御性の確認
のために間欠時間の設定が行えるものとした。つまり
連続で散水するのではなく、1秒散水/1秒休止などの
間欠制御で連続散水時の応答遅れによる余分な散水へ
の改善が行えるように簡易的な制御性を持たせた。
　散水には汎用の小
型ポンプを使用しミ
スト散水用のノズル

（Fig. 6）にて散水す
る 。ポ ン プ は D C 
9V：最大揚程1.5M：
吐 き 出 し 口 外 径：
8 m m；最 大 流 量：
200L / Hとなるも
のを使用した。
　またスポンジは40×20×30mmのサイズ2個でセ
ンサを挟みコップ内へのミスト散水を行い、試験確認
を進めていく。（Fig. 7）

制御性の確認と最適制御の一例4

Fig. 4 　スケッチの一部

Fig. 5 　マイコンボード

Fig. 6 　ミスト散水ノズル

Fig. 7 　スポンジへのミスト散水
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　まず補水のフルスケール比を確認するために連続散
水でセンサの出力値（A/D変換で得られた電圧信号）に
て補水飽和値を確認する。（Fig. 8）のグラフで示すよ
うに完全乾燥値が990であり飽和値が790である。グ
ラフの縦軸はセンサの出力電圧のA/D変換値、横軸は
経過時間（秒）を示す。

　よって本センサにおいて乾燥から補水飽和までのA/D
変換値の変化は200となり0.5％ F.Sの分解能をもつ
と考えられる。今回はこの分解能を精度として考察を
進める。また本来は重量比で初期の土壌と加えられた
水の量を測定し、本検出値への補正校正が必要と考え
られるが今回は省略した。
　このグラフより培土/スポンジに水が浸透し、飽和す
るまでの変化として浸透時間が最初は緩慢でありその
後浸透が早くなり、飽和寸前でまた緩慢になる変化を
有することがわかる。
　おそらく目標値到達時にポンプを止めるだけのオン
オフ制御では、余分に散水してしまい、オフセットと
呼ばれる目標に対してのズレが発生するのではないか
と考えられる。
　そのズレが水耕栽培上の誤差となり制御性の良し悪
しの尺度になると考える。
　PID制御も検討できるが、一般農家においても理解
しやすいレベルでの制御であることが必要と考え、簡
便で最適性の得られるコントロールを試すために、先
にも記載したが連続で散水するのではなく1秒散水/1
秒休止などの、間欠制御で、応答遅れによる余分な散
水を行わない改善が行える制御性を持たせた。
　オンオフ時間の組み合わせは（Table 1）とする。

　制御性の確認として制御目標の補水値を飽和しない
830と設定し乾燥状態からミスト散水による補水を行
い、ポンプ通電を完全に停止させる設定値への到達ま
での変化を計測した。（Fig. 9）

　今回測定したデータより、設定値830に対しての誤
差となるオフセットを確認した。（Table 2）

　今回の制御の補水量の誤差は5％を目標と考えた。
　本制御では電子回路のA/D変換の最少分解数は
0.5％であるためオフセットとして換算すると5％は
A/D変換値で10となる。
　結果として設定②では応答が早いがオフセットが大
きく目標に対しての誤差となる。
　設定③①もオフセットが大きい。
　さらに設定①は安定するまでに時間が長い。
　結果として設定④2秒/1秒が最もオフセットも小さ
く、安定時間も短い最適な制御となった。
　このように簡易的な制御においても安定度を得られ
ることが確認できるのは、水分センサにて培土内の補
水状態のモニタリングができているからであり、シス
テムとして制御系を構成する際、とても容易にかつ誤
差の少ない制御が行えることが確認できた。
　参考として（Fig. 10）のように培養土としての検出
確認のために、鉢植えの土壌について連続ミスト散水
で土中への補水状況を本センサにて検出し（Fig. 11）
にグラフ化した。

Fig. 8 　連続散水でセンサの出力値

Table 1 　組み合わせ表

Table 2 　オフセット値

Fig. 10 　鉢植えでの土壌ミスト散水モニタ

Fig. 9 　補水変化グラフ
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　結果として土壌においてもスポンジ同様に補水状況
のモニタリングが可能であることが確認できる。
　しかし実際の水耕栽培制御においては一定の補水状
態を保持継続するための誤差幅、外乱があった場合の
安定性など多くの検討課題が存在する。また実際の土
壌散水においても水耕栽培とは異なり、定量水分量制
御ではなく、補水充満確認などの別使用方法になると
考えられる。今後はこれらの使用方法を考慮した、コ
ントローラ側のソフトウェアとの整合性が重要課題と
考える。

　本土壌水分センサの利用により過去容易に行えな
かった培土の補水量のセンシング/モニタリングが行
えることが確認できた。これは制御系を構成せずに土
中の補水状況を確認できないタイマー制御のみの使用
方法からフィードバック制御による高精度の水耕栽培
まで、展開範囲が広げられることがわかった。
　今後、本センサによる、センシング/モニタリング
は植物育成のための重要なユーザ要求を実現できる
と考えられるため、さらなる検証を深めていきたいと
考える。
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Fig. 11 　実際の鉢植え土壌による補水グラフ


