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農業分野における計測・制御実習装置の製作と応用

新里艮章

（南部農業改良普及センター）

YosiakiSIIINzATo：Developmentandapplicationofatrainingkitofthemeasurement

andcontroltechnologyforagriculture

ソフトで表示できるように帯鋼にひずみゲージを接着

したものである．さらに，それぞれの装置の出力はオ

シロスコープで視覚的に表示でき，また，Ａ／D変換器

によりテキストデータとしてサンプリングし，表計算

ソフトを使ったグラフィック表示や，必要に応じて科

学計算ソフトを用いて解析できる．

はじめに

農業分野において，計測・制御技術を応用した農業

施設や農業機械の導入は，近年ますます増えてきた．

今後も，生産現場では園芸施設の自動化や栽培管理の

機械化が更にすすみ農家に普及していくと思われる．

生産現場の状況に対応するために，普及センターや農

業大学校において，例えばハウス環境の計測と分析に

関する栽培指導などが必要となっている．

気象や土壌計測用の器材に関してはすでに，多数市

販されている．それらの器材を使用するためにはパソ

コンのソフトを利用し，分析する場合が増えている．

したがってこれらを十分に活用するには農家もある程

度の基礎知識を習得しておく必要がある．

そこで，パソコンによる制御の学習，オシロスコー

プや自記記録計などの観測・記録器材の取り扱い，あ

るいは，Ａ／Ｄ変換器の取り扱いを農家が習得するた

めの実習装置を自作し，その基本性能を検討した．パ

ソコンの低廉化を考慮して，実習装置とソフトに関し

ては，将来，普及現場や農家でも製作，使用および応

用可能なものを目指した．

実習装置の機器構成と使用例

１．ＤＣモータコントローラ

１）概要

ＤＣモータ（直流モータ）の回転速度を制御する方法

の一つにモータの負荷電圧値を調整する方法がある．

これはアナログ的な方法でありマイコンなどで制御す

るときには不便である．

別の制御方法にＰＷＭ（PulseWidthModulation：

パルス幅変調型速度制御方式）がある．ＰＷＭは印加最

大電圧は一定にしておいてその通電時間を変化させる

ため，モータのトルク変化が小さく低速度でも力強く

実習装置の構成

実習装置の構成は，①ＤＣモータコントローラ，②

波形発生装置，③ひずみ測定実習用帯鋼，及び入力，

データ解析用のパソコンよりなる．ＤＣモータコントロー

ラは自作で，パソコン制御についてハード，ソフト両

面から学習できる装置である．波形発生装置も自作で

各種のディジタル波形が発生でき，オシロスコープで

観察したり，自記記録計（プロッタ）で記録できる．

ひずみ測定実習用帯鋼はひずみや振動を観測し表計算 図１制御実習用モーターコントローラ
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④DCモータ

・マブチモータ（ギヤユニット付き）使用

基本的に５Ｖ以下の使用範囲のDCモータ

回転する．また，モータをマイコンで制御するＩ／Ｏイ

ンターフェイス（プリンタ端子）を接続することによ

りディジタル方式で速度制御が可能となる（図１)．

３）パソコンによるＰＷＭ制御例

プリンタ端子よりアナログスイッチを制御するため

の，簡単なモータのシーケンス制御プログラムをBASI

C言語で作った．

①スイッチのＯＮ／OFFとモータ回転速度の制御

プリンタ出力端子ポートは＆H40（NECPC-9801）

で速度の変化は８段切り替えできる．例えばプリンタ

ポート（＆H40）に＆Ｈ１を出力すればプリンタデータ

バス（ＤＯ）にビットが立ち，スイッチＳ１がONになる．

＆Ｈ８を出力すればＳ１～Ｓ３までビットが立ちモータ

はストップする．

②制御用プログラム

スピードを３段階にコントロールできるプログラム

である（図３)．

アナロクスイッチ

動

パソコン

図
温彊爾弱

図２モータコントローラ機器構成図

鯨睾
２）機器構成

プリンタ端子の１ビット信号でＰＷＭ基板の回転開始

/停止を制御し，３ビット信号でアナログスイッチを

制御する（図２)．アナログスイッチをＯＮ／ＯＦＦす

ることでＰＷＭ基板のパルス幅が可変である．

①ＰＷＭモータ制御基板

・ＣＭＯＳ７４ＨＯＯＯＰＷＭ用のパルス波形を発振

ＬＯＯＰ

ＫＥＹ＝ＳＴＯＰ

ＬＯＯＰ

させるマルチパイブレータ用に使用．

・78ＬＯ５３端子レギュレータモータ供給電源を５

Ｖ以下に設定する．

②マイコン制御用インターフェイス

・74HC4066（アナログスイッチ：４チャンネル）使

用ディジタル信号３ビットで３チャンネルの抵抗

値を切り替えることによりパルス幅を制御する

（２３＝８通り)．残り１チャンネルは回転停止信号

ＯＮ／OFF用に使用

③マイコン（PC9801N)，プリンタケーブル

③制御波形の出力

低速時と高速時のＰＷＭ制御の出力波形が図４である．

低速時には幅が小さく（デューティー比小)，高速時に

はパルス幅が大きくなっている．

２．波形発振装置

→

ＣＰＵ̄

プリンタ̄

ボート
－

･速度制御

(３ビット）

･スイッチ

制御

(１ビット）

ﾌﾞﾘﾝﾀﾊﾞｽ

古

￣

ｱﾅﾛｸﾞｽｲｯﾁ
十

抵抗器基板
PWM基板
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電子パーツ店で入手できる精密波形発生装置を組み

立て使用した．出力信号には正弦波，三角波，方形波

およびトーンバースト波が出力でき，発振周波数は５

Hz～100kHzとなっている．キットに付属の基板をプラ

スチックケースに格納し，電源とｓｗを取り付けるだ

けで使用できる．

精密波形発生キットICL803ccは小さな外付パーツで

高精度の正弦波，矩形波および三角波を発生できるＩＣ

である．価格も手頃で製作も容易である．

ﾖ｣]空回転隠

氏涼回転隈
4500

3500

2500

1500
100２００３００４００

ｘｌＯＯＬ４Ｓ

図４ＰＷＭ制御基盤出力波形

ｌ）概要

音声やトラクタの騒音などを視覚的にとらえるには

オシロスコープは最適な計測装置である．オシロスコー

プの操作方法の修得，調整やオペアンプの実験などに

はＣＲ発振器やファンクションジェネレータ（色々な

波形の信号が得られる関数発振器）などがあれば便利

である．電子パーツ店などで市販されている波形発生

キットを使用すると安価で器機が入手でき，オシロス

コープの調整，実験はそれで十分な性能を得られる

(図５)．

２）機器構成

図５オシロスコープによるリアルタイム観測

逹宝向呂

Ａ／D変換機
パソコン計測、

表示(表計算ソフト）

波形観測

オシロスコープ

ﾌﾟロッター

図６波形計測構成図
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３）発振波形のサンプリング

この装置の使用例としてA／D変換器（DAS-1098BPS

：マイクロサイエンス(株)）によりサンプリングを行

い，マイクロソフトExcelなどの表計算ソフトでグラフ

化した．

DlG1Tl値

4000

3000

図８振動のサンプリング実習
2000

アナログ電圧出力端子をもっており出力波形はA／D変

換器とパソコンでサンプリング可能である．得られた

データはパソコンでグラフィック表示したり解析プロ

グラムにより解析が可能である

①ひずみゲージ，接着剤その他(共和電業(株)）

・帯鋼：図９のような帯鋼を用いた．ひずみゲージ

の結線法は２線式２ゲージ法を使用した．

。ひずみゲージ：KFG-5-120-O1-11-般用ゲー

ジ120Ｑ

・接着剤：CC-33A

･防湿処理剤：アラルタイト

・ブリッジボックス：DP-120P

ひずみゲージの結線法にはリード線の数の違いで２

線式，３線式があり使用ゲージ枚数のちがいによって

１ゲージ法，２ゲージ法そして４ゲージ法などがある．

ここでは２線式，２ゲージ法を使用した．これは温度

補償が必要でない短時間の使用の場合１ゲージ法の２

倍の感度となる．

②動歪計ＤＰＭ－３０５Ｂ

適応ブリッジ抵抗：60～1000Ｑ

出力：±５Ｖ

応答周波数：０～2500Ｈｚ

ローパスフィルタ：10,30,100,300Ｈｚ

③A／D変換器DAS-1098BPC

・変換時間２５」uｓ（サンプリング間隔は100’s～）

・パソコンＮＥＯPC9801の拡張スロットに装着して

1000

０

３００xlOO似ＳｌＯＯ ２００

図７三角波の測定例

図７に示すサンプリング例は三角波でサンプリング

間隔はl00juSである．観察時間内に５回出現した振幅

のピークのｘ軸方向の幅のカウント数は最小89，最大９

０で平均8925であった．しがって周波数は次のように

計算できる．

８９２５回×100〃ｓ＝８．９２５，ｓ（周期Ｔ）

周波数ｆ＝１／Ｔ＝１１２Ｈｚ

３．動歪計とA／､変換器

１）概要

動歪計とＡ／D変換器を使用すれば振動，力などの物

理量を電圧や電流（アナログ値）に変換した後ディジ

タル値に変換することができる．ひずみゲージと動歪

計，Ａ／D変換器，パソコンを接続し振動などを観察す

る実験装置を構成した（図８)．サンプリング波形は表

計算ソフトでグラフ化した．

２）機器構成

ひずみゲージを専用接着剤で帯鋼に接着し動歪計と

つないだものである．動歪計はひずみレベルに応じた
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DIG|「

4000
300ｍｍ

3000ＨｍＹＴ

50ｍｍ

2000

１０００

OO1lS
０

５００１０００１５００２０００

図１１帯鉄の振動波形の観察

・サンプリング数：3,000回

・サンプリング間隔：500伽

・横軸ｘ：サンプリング時間

・縦軸ｙ：ディジット値

微分値が＋から－に変化する点は振幅のピークで，

観察の間に14回あったピーク間の間隔は最小221，最

大226で平均2243であった．周波数は次のように計算

できる．

周期Ｔ：2243回ｘ５００ｌｕｓ＝１１２５ｍｓ

周波数：ｆ＝１／Ｔ＝８９２Ｈｚ

ピーク値が減小していることより減衰振動が観察され

たことになる．

解析プログラムはA／D変換器のメーカーがハード面

のみのサポートだけでなく，ソフト面のサポートも行っ

ている．また最近ではLotusl-2-3やBASIC，Ｃ言語など

で記述された科学計算プログラムを紹介した書籍やパッ

ケージソフトなどが販売されており初心者でもパソコ

ンを使用すれば容易に解析できる．

図９ひずみ測定用帯鋼の形状

使用する．

・８chl2Bit（分解能４０９５DIGIT）

・入力範囲：±５Ｖ

・付属プログラムはサンプリングがマシン語で記述

されており，グラフィック表示，データ保存は

BASIC言語で記述されている．利用者は画面に従

いサンプリング間隔などを入力し，サンプリング

開始する（図10)．

３）振動の計測例

上述の装置を使用して片持バリの減衰振動を計測し

た．詳しい解析法は後の機会の課題として，ここでは

表計算ソフトLotusl-2-3を用いたグラフ表示（図11）

とデータから周波数を求めた事例を示す．

摘要

農業機械，農業施設への計測・制御技術の応用が今

後ますます進展していく状況である．計測・制御の手

法を習得し，生産現場に応用するため，実習用の制御

装置と計測装置を製作した．パソコンのプリンタデー

タバスを使って，モータをコントロールできるＤＣモー

鰍勧ビ

図１０帯鋼、Ａ／D変換器とパソコンの接続

５

ＩＩノ ,／ ／ＶＵ、
Ｘ
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タコントローラはパソコンのハードとソフト両面を学

習できるように組み立てた．波形発生装置は音声や振

動を観察する際のオシロスコープや自記記録計の取り

扱いを実習する器材として利用できる．ひずみ測定装

置はA／D変換装置とパソコン計測,表計算ソフトなど

と解析の実習に利用できる．

現在，青年農業者を中心にパソコンの導入が進んで

いる．主に農業簿記などソフト面の利用が多い．今後

は，農業用ハウスの環境計測などにおいて，青年農業

者がパソコンを利用した計測装置を容易にかつ安価に

製作でき，自己の経営に応用できるシステムの開発を
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