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第 1章

はじめに

1.
1 背景
自然エネルギーの中でも,太陽電池は家庭用補助電源 として普及が進んでお り,実用に
寄与する電力供給 システムとして評価 されている.実際に,最 も実用化に到達している太
陽電池をエネルギー供給デバイスとして活用するシステムが注 目されている.一般的に太
陽エネルギーはエネルギー密度が希薄であり,太陽光発電システムによるエネルギー供給
は自然条件に左右されることや,石油火力発電な どの既存電源 に比べて コス トが割高で
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あるという問題を抱えている.日本ではこの間題を改善するべ く,1
サンシャイン計画により太陽光発電の実用化のための技術開発を実施 し,その成果 として
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･
世界的に トップクラスのエネルギー変換効率を達成するなど多 くの成果をあげている 【
ところで,潅概系に用いるエネルギー源は商用電源が一般的であるが,沖縄県のように
小さな離島が多い地域や遠隔地の畑地では,潅概地や井戸水の周辺に電力供給路がほとん
ど存在 しない.また,地域や個人の自費で電力供給路を設置する場合でも,その金銭的コ
ス トは非常に高い.これ らの問題解決へのアプローチとして,商用電源を用いず太陽電池
をエネルギー源 とした独立型電力供給 システムの開発が考えられる.しかし,独立型電力
供給 システムなどを遠隔地に構築する場合,システムのメンテナンスや操作状態の監視な
ど,新たな人的コス トが発生する.そ こで,このように遠隔地にシステムを構築する場合
には,遠隔操作機構や 自律性の確保な ど,人間の作業を軽減する仕組みが必要となる.
また,小さな島国には大きな山がないためにダムの建設が困難であるだけでなく,河川
の流域面積が小さく急勾配であり,雨水はそのまま海へと流れ出て しまうため,水資源の
確保が難 しい.生活用水の確保 もままな らぬ中,このような地域では,通常,ポンプなど
を用 いて農業用水を地下水源や河川か ら農場へ と供給 している.貴重な水資源の節約を
目的 として,スプリンクラーのように一定量の水を定期的に潅水するといった設備もある
が,導入コス トと作物の品質保持の面か ら普及に至っていない.このように,小さな島国
での農業において,地下水や河川 といった限 られた水資源を円滑に利用できていないのが
現状である.
以上,沖縄県のように小さな離島が多い地域では厳 しい水事情,農業事情が存在する.

1.
2 研究の 目的
本論文では,前節の背景で述べたような諸 問題 を解決するために,自律分散協調系であ
I
Tファーム｣の構築を行 う.I
Tファームは構成 とその目的か ら大きく3つのシステ
る ｢
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ム (
インターネット遠隔計測 ･制御システム,太陽光発電揚水システム,潅概システム)
に分けられる.
インターネッ ト遠隔計測 ･制御システムでは,インタ‑ネッ ト技術を用いて他のシステ
ムの遠隔計測 ･制御を行 う.また,インターネット遠隔計測 ･制御システムにエージェン
トシステムを導入することで,I
Tファーム全体の自律分散協調系の実現を目指す.太陽
光発電揚水システムでは,バッテリー レス独立型電源の開発を行い,農業用水の安定供給
を目指す.潅概システムでは,水資源の節約を目的とした,農作物の必要水分量評価に基
づく農業用潅概系の構築を行 う.
それぞれの目的の詳細について,以下に示す.

1.
2.
1 エージェン トシステムを用いた 自律分散協調系の構築
携帯電話や PDAな どを用いたモバイル通信による遠隔地システムの遠隔監視 ･制御お
よび実験データの自動収集 を目的としたネッ トワーク構築を行 う 【
1
日4
】
:点在する複数の
遠隔地システムを既存のネットワーク技術を用いて接続 し,基地局での一括管理を実現す
ることで,人的コス ト低減をはかる.農場敷地内においては,重機の移動や農作業による
配線の損傷を考慮 し,無線 LAN技術を利用 したネッ トワークを構築する.
また,構築 したネ ッ トワークにエージェン トシステムを導入する.自律性や協調性と
いったエージェン トの特性を活用 し,コス トや信頼性を重視 したネットワーク通信システ
ム構築を目指す 【
2
日5
1
･現在,エージェン ト技術は多方面のシステムで活用されている.
今後,それ らのエージェン トシステムと我々の構築するシステムとが協調をはか り,その
相乗効果 によってさらなる高機能を実現す るなどの将来性がある.

1.
2.
2 バ ッテ リーレス発電実現へと向けた周波数可変型インバータ制御

系および最大負荷追従制御系の構築
遠隔地での農業用潅概系に用いる電源確保 を目的として,バッテリー レス太陽光発電揚
水システムの構築を行 う.ここで述べるバ ッテ リー レスとは,遠隔地に設置 したすべての
機器においてバ ッテ リー レスであるという意味ではない.潅概地や井戸水か らポンプを運
転 して水を汲み上げるといった多 くのエネルギーを必要とするシステムにはバ ッテリーレ
スによる電力供給を行い,その他の計測器稼働など比較的省電力で動作する機器には太陽
光発電によ り蓄電 した電力や商用電源などを用 いる.
太陽光発電揚水システムでは,太陽電池か ら供給 される直流発電電力をインバータを介
して直接交流電力に変換 し,負荷 (
揚水ポンプ)を駆動させるシステム構築を行なう.特
に,日射量変動に合わせた周波数制御を行な うためのインバータ回路の設計を行なうとと
もに,有効電力を最大限に利用するための最大負荷追従制御系を構築する.また,日射量
の上昇とともに自動運転を開始する自動運転開始機能や,供給電力不足によるシステム停
止時に対する自動 リセ ッ トなどの運転制御機能 を有する制御系も開発する.
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1.
2.
3 農作物の必要水分量評価 に基づく農業用潅淑系の構築
農場での的確な潅概制御や気象環境データの収集を目的 とした潅概揚水系の構築 と,自
然エネルギーシステムの活用による最適な農業用水源開発技術の構築を行なう.
作物へ必要以上の潅概は,肥料および水資源を捨てることと同等である.農業用水を含
めた水資源は,今後進んでいく温暖化に伴い,貴重な資源 となる.特に,沖縄県のように
小さな離島が多い地域では厳 しい水事情,農業事情が存在する.そ こで,栽培環境や生長
度合 いによ り変動する作物の必要水分量を把握 し,潅概計画を立てることができれば大幅
なコス ト削減が可能 とな り,地球環境保全への期待 も高まる.このように,最低限の水で
作物 を育てる最適潅概制御は農業を行 う上で非常に重要な機構 といえる.
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