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Abstract 

Facilities for a closed type plant factory and semi-closed type plant factory were con-
structed at the Kurume campus of the NARO Kyushu Okinawa Agricultural Research Center 
and were funded by the Ministry of Agriculture， Forestry and Fisheries (MAFF). Research 
for low旬 costand/or high value-added production of strawberry， leaf lettuce and sprouts is 
conducted at these facilities. This report introduces the design of these facilities and out-
lines of the research topics studied there as well as discusses activities related to human 
resource development and training program at these plant factories. 

Keywords: closed type plant factory， leaf lettuce， semi-closed type plant factory， 

sprouts， strawberry 

作物開発・利用，畜産・草地，生産環境，水田作・園芸お

はじめに よぴ畑作の 5つの研究領域を設け，地域農業研究の中核を

担っている.園芸分野の研究を行っている，筑後・久留米研

1932年に農林省農事試験場小麦試験地として発足した， 究拠点野菜花き研究施設(福岡県久留米市)は， 1947年

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下， に農林省園芸試験場九州支場として設置され，組織の再

農研機構)九州沖縄農業研究センターは，九州・沖縄地域 編・統合により九州農業試験場園芸部，野菜試験場久留米

における農業関連技術の開発・振興，さらには新しい食文化 支場，野菜・茶業試験場久留米支場などの名称変更を経

の創造を目的として，基礎から応用研究，ならびに開発した て，現在に至る.

技術の普及まで，一体的に取り組んでいる研究機関である 九州沖縄農業研究センターは，農林水産省補助事業「モ
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2012年11月12日受理
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デ、ルハウス型植物工場実証・展示・研修事業Jに農研機構

野菜茶業研究所，三重県農業研究所とともに「イチゴ，トマト

などの夏季高温抑制，低炭素・省力化実証」の共同テーマ

で採択され， 2011年に筑後・久留米研究拠点野菜花き研究

施設に農研機構植物工場九州実証拠点として植物工場施
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設を整備した.この事業は，栂物工場施設を整備した実証拠

点、の逮営・管理のもとで、民間企業なとsのグループ化および、競

争展示による生産コスト縮減に向けた技術の実証，ならびに

研修による植物工場における栽培や経営を担う人材の育成

が目的であり.2009年度を基準年とした 3年後の植物工場

における野菜などの重量当たりの生産コストの 3割縮減と積

物工場の設置数の 3倍増 (50か所から 150か所)を目標と

した.

当実証拠点での植物工場施設は，九州地方の公的な試

験研究機関で実用規模を有する唯一のものであり，太陽光

利用型植物工場と完全人工光型植物工場の両方を整備した

ことを特徴とする.

植物工場施設の概要

当実証拠点では，植物工場施設として，太陽光利用型植

物工場，温室管理棟，ならびに完全人工光型植物工場を併

設した研修施設棟を整備した

太陽光利用型植物工場は，イチゴの周年・多収生産を目

的とした研究・実証栽培施設であり.育苗棟 (1300m2
)と2

棟の栽培棟(それぞれ 1000mうから成る (Fig.1).いずれ

も硬質プラスチックフィルムを展張した鉄骨温室である.イチゴ

の生育適温は比較的低く，周年 ・多収生産のためには，特

に，九州地方では高温対策が諜題となるそのため.3棟と

も軒高 4.5mの高軒高とし，ノTッドアンド、ファン (Fig.2)と外部

遮光装置を装備した.パッドアンドファンは.水の蒸発熱を利

用した温室の冷房方法であり，温室の片側の壁面に設置し

たパッドに水を滴下して湿らせ，反対側の壁面に設置した有

圧式ファンにより取り入れられる外気がパッドを通過するときに

水の蒸発熱により温室内の気温を低下させる.外部遮光は，

昇温抑制効果の高い，屋根から浮かせて展張する方式を採

用した当実証拠点におけるこれまで、の検討で¥パッドアンドフ

ァンと外部遮光を併用することにより.夏場の晴天日の栽培施

設内の気温が外気温より最大で5"C程度低下することを確認

している.

栽培棟では，軽作業化を図るために，高設栽培装置を導

入したクラウン温度制御装置を設置し.イチゴのクラウン部

に密着させたチューブに冷・温水を流すことで，クラウン部の

温度を 20"C前後に制御する 1) 高温期は冷却，低温期は加

温することにより，連続出奮，果実肥大を促進し革勢を維持

するほか，栽培施設全体の温度制御に要する負荷を軽減で

きる.

育苗棟および栽培棟への病害虫の侵入を極力抑えるため

に，それぞれに入室する際にはエアシャワーを通過する.生

産物の搬出口にはエアカーテンを設置した

研修施設棟内に併設された完全人工光型植物工場は.2

室の栽培室(それぞれ61m2
). 発芽・育菌室(発芽装置と

育苗装置を設置).出荷調主主室(予冷庫を設置)および培

養液調整室から成る (Fig.3).作業者が持ち込む病害虫によ

る，このエリア内の汚染を最小限に抑えるため，入室の際に

は不織布のマスクとキャップ，クリーンルーム用の作業着と靴を

着用し，エアシャワーを通過する.入室後，直ちにクリーンル

ーム用のゴム手袋を着用する.2室の栽培室には，それぞれ

3系統の空調機を設置した POフィルムなどのシートで区切

ることにより.3種類の環境条件を設定することもできる.

研修施設棟には，完全人工光型植物工場のほか，展示コ

ーナー.研修員室，分析実験室，ならびに太陽光利用型植

物工場で収穫したイチゴ果実を対象とした調整貯蔵室(予

冷庫 2基を設置)などを併設した (Fig.3).

Fig.l 太陽光利用型植物工場施設

Faci!ities of semi-c1osed type plant factory 
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実証課題とコンソーシアムの概要

太陽光利用型植物工場では「固定式高設栽培によるイチ

ゴの周年生産技術」および「可動式栽培装置を用いたイチ

ゴの多植生産技術 2)J，完全人工光型植物工場では「レタ

スの高付加価値生産技術」および「スプラウト類の高付加

価値生産技術」の実証課題を設定しそれぞれの実証課

題でコンソーシアム(民間企業や試験研究機関などの実証

参画機関によるグループ)を形成しているいずれの実証課

題においても，生産性を向上させ，生産コストを抑えることによ

り，生産物重量当たりの生産コストの 3割縮減が目標である

太陽光利用型植物工場

固定式高設栽培によるイチゴの周年生産技術

Fig.2 太陽光利用型植物工場に設置したパッドアンドファ

イチゴ、の品種は一季成り性品種と四季成り性品種に大別さ

れる.一季成り性品種では低温・短日条件で花芽が形成され

る九州地方の一般的な作型である促成栽培では，一季成

り性品種のうち，より高温・長日条件でも花芽が分化する早

生品種を用い，定植直前の9月に短日夜冷，あるいは低温

暗黒処理を行うことで，開花 ・収穫時期を早め， 11 ~5 月に

果実を収穫する花芽分化が日長・気温に影響される一季成

り性品種では夏季の収穫はできない.一方，四季成り性品種

ではむしろ長日条件で花芽分化が促進され，一季成り性品種

が収穫できない時期にも収穫は可能である.しかし， 四季成り

性品種でも高温により収量・品質は低下する

ン装置.A.ノfッド;B，ファン

Apparatus of pad and fan equipped in semi-
closed type plant factory. A， pad; B， fan 

分析実験室

この実証課題では，イチゴの周年生産を目的として，促成

栽培用の一季成り性品種と夏秋どり栽培用の四季成り性品

種を栽培槽ごと入れ替える (Fig.4).九州地方の従来の促成

栽培での収穫期間は 5月までであるが，パッド、アンドファンや

外部遮光により昇j置を抑制するとともに，クラウン温度制御装

Fig.3 完全人工光型植物工場を併設した研修施設棟のレイアウト

Layout of training center including facilities of closed type plant factorγ 
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Fig.4 太陽光利用型植物工場におけるイチゴの周年生

産のための栽培槽の入れ替え

Replacement of cultivation bag for year-round 

production of strawberry in semi-closed type 

plant factory 

置によりクラウン部を冷却し.6月まで収穫期間を延長させる.

その後， 収穫直前まで育苗した四季成り性品種と入れ替え，

10月まで収穫を行う.四季成り性品種の栽培でも， 高温期に

はパッドアンドファンや外部遮光.クラウン温度制御技術を活

用する，栽培梢の入れ替え作業を容易にするため，育苗には

極少量培地のバッグカルチャーを採用した 3) また，促成栽培

用品穫を定植した後に栽培施設内で短日処理を行うための

遮光カーテン(遮光率 100%)を装備している.

この実証課題でのコンソーシアムは.(株)ナチュラルステッ

プをリーダーとしエーザイ生科研(株).JX日鉱白石MぜCI

(株)および九州沖縄農業研究センターにより構成される.生

産物重量当たりの生産コストの 3割縮減と単収 10t 1000 m-
2 

を目標とする

可動式栽培装置を用いたイチコの多植生産技術

この実証課題では，可動式高設栽培装置を用い，無駄な

作業通路を減らして栽培ベッド数を増やすことで¥栽植株数

が慣行の 1.5倍程度の多植栽培を行い.単位面積当たりの

生産性を向上させる.吊り下げ式，スライド式およびシーソー

式の 3種類の可動式栽培装置を導入した (Fig.5).用いる

品種は促成栽培用品種である.クラウン温度制御技術を株当

たりの収量を増加させるための基本技術とし，パッドアンドファ

ンや外部遮光により高潰時の昇混を抑制する C02施用や

LED. HF蛍光灯などの人工光源を用いた補光による増収効

果についても検討している.

この実証課題でのコンソーシアムは.(株)誠和をリーダー

とし(株)ナチュラルステップ，エーザイ生科研(株)および

九州沖縄農業研究センターにより構成される.この実証課題

での目標も，生産物重量当たりの生産コストの 3割縮減と単

Fig.5 太陽光利用型植物工場におけるイチゴの多植生

産のための3種類の可動式栽培装置.A.吊り下

げ式 ;B.スライド式 ;C.シーソー式

Three types of movable cultivation bed for 

dense'planting production of strawberry in 

semi-closed type plant factory. A. hanging type; 

B， slide type; C， seesaw type 

収 10t 1000 m-2である.

完全人工光型植物工場

完全人工光型栽培によるレタスの高付加価値生産技術

レタスは，生野菜サラダやサンドイッチ，ハンバーガーなどの

食材として.家庭消費用だけでなく，外食 ・中食産業におい

ても年間を通じて需要が多い野菜であるしかし抽台や

チップノ〈ーンの発生により高視下で・の栽培は難しく，環境条件

- 11一
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を制御した植物工場でレタスを周年・安定生産するメリットは も併せて，多段式栽培での栽培棚の間隔を狭くし栽培棚数

大きいと考えられる現在.植物工場で最も一般的に栽培さ を多くすることで。床而積当たりの生産性を向上させることが

れている!日T菜はリーフレタスであり.結球レタスに近い食!患の できる?また• ?ili ~'t電力が少なく.寿命が約 40000 R寺聞と

ものが人気を集めている 長いという特徴も有する.

この実祉課題では.ハイブリッド電極蛍光省 (Hybricl iU.液型水制裁精で、培養液にマイクロパフソレを通気するとリ

ElectTode Fluorescent Lamp :以下.HEFL)を光源として ーフレタスの生育が促進されることが平日告されており 5) マイク

導入し (Fig.6). i甚液型水耕栽培により。従来の植物工場で ロパフール発生装置の利用による生産性の向上について検討

の一般的な光源である HF蛍光灯を用いた場合との生産性 するまた人工光源下で、の生産性.紫色・形 I鳴好'11..健

を比較 ・検討する.この HEFL光源は.大型液晶テレビ、やコ 康機能性成分などに精白して，植物工場に過したリーフレタ

ンビューターのディスフ。レイなと可こ汀lいられていたノくックライトを スの品種を選定するさらに，培養液のイオン濃度の適正信・

植物工場用に改良したもので¥表面温度が低く.発熱量が少 理や波長特性の異なる HEFL光源の組み合わせによる生産

ないことから，植物体への近接照射が可能である光源の直 性.あるいは機能性成分合髭の向上などについて検討する.

径が4mmと創11く.光初、を収める笹体をコンパクトにで、きること 培養液管法!などの実!波紋;情を行うため.NFT方式に近いガ

Fig.6 完全人工光型植物工場における HEFL光iJJ;lをj↓l
いたリーフレタス‘フリルアイス の栽培

Cultivation of leaf lettuce cv. Frill-lce lIsing HEFL 
light sow'ce in closed type plant factory 

タ一式栽培地を用いた.HF蛍光灯光iJJilの栽培ユニットも導

入した

現在.食!惑が結球レタスに近い.フリルアイス.(雪印種世i

(株))と生育が速く，生産性が高い.ファンシーグリーン句(1'1" 

原採種場(株))を標準品種として用い.実証栽培を行って

いる

この笑証課題でのコンソーシアムは，関西鉄工(株)をリ

ーダーとしエスペックミック(株).(有)クリエイト光.JA全

農ふくれん.中原採種場(株).(株)ネ、ノトワークテクノス

(株)術開園芸および九州I111縦J2業研究センターにより構成

される.

完全人工光型栽培によるスプラウ卜類の高付加価値

生産技術

スプラウトは，草木|生植物の種子を発芽させた野菜であり.

最近， 健康機能性成分が評価され.注 I~Iを集めているかい

われダイコンやもやしが一般的なスプラウトであるが，そのほ

かにも様々な植物が利用されるスプラウトは短期間で収穫で

Fig.7 完全人工光型植物工場での生産に有望なかいわれダイコン品税.A.白ルビーかいわれ大恨・ :B.白サンゴかいわれ大
~;艮'

Raclish sprouts promising for proclllction in closecl type plant factory. A. cv. RlIby-kaiwareclaikon; B， cv. Sango-
kaiwaredaikon 

-12一
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きることから，レタスなどに比較して，生産性が高いと考えられ

る.また，弱光下で生産できるため，照明 ・空調に要する電

力コストを削減できる.さらに，これまで商業的な利用が少な

かった品目・品種についても，食l床，外観，健康機能性成分

などに着目して，その有用性を明らかにすることで¥高価格で

の販売が期待される

この実証課題では.新規品目も含めて，外観・品質に優れ

る，あるいは機能性成分合量が高く，人工光源下での生産

に適した品目・品種を選定する培地には，慣行のウレタン培

地のかわりに，パルプ培地を用いる.パルプ培地は，保水力

が高く，潅水などの管理作業が軽減されるとともに，天然資材

であるため，廃棄l侍の環境負荷が小さい.また，活性酸素種

を長時間作用させることができる光触媒反応水 @は様々な生

体反応を引き起こすことがl明らかになっており 6) 植物工場で

のスプラウト生産における発芽促進，制菌などの効果につい

Fig.9 研修施設相lに設置した展示コーナー

Exhibition area in training center 

て検討するさらに，アブラナ科植物のスプラウトの機能性成 クテクノス，北九州市立大学園|努環境工学部，九州大学生

分含量は光の照射条例二により変化することが知られている 7-9) 物環境利用推進センターおよび九州沖縄農業研究センターに

ことから.LED光源などにより特定波長域の光を照射し機 より構成される.

能性成分含量を向上させる技術についても検討を行う.

以上の技術を組み合わせることにより，現状の完全人工光 研修，人材育成，広報および見学

型植物工場におけるリーフレタスと比較して，生産物重量当

たりの生産コストの 3割縮減を目標としている座軸の赤紫色 「モテワレハウス型植物工場実証 ・展示・研修事業Jの目

と子葉の緑色のコントラストが特徴である φルビ一かいわれ大 的は，植物工場における生産コストの削減技術を実証 ・展示

根¥ならびに医軸，子葉がともに赤紫色でポリフェノール含量 するとともに，植物工場の普及・拡大を図るため，研修により

が高い‘サンゴかいわれ大根.(いずれも中原採種場(株)) 最新の技術を普及させることと機物工場での栽培や経営を担

を完全人工光型植物工場に適した品種として選定し (Fig目 う人材を育成することである当実証拠点では.人材育成の

7).実証栽培を行っている. ため，農業技術研修生 (2年課程)への植物工場に関する

この実証課題で、のコンソーシアムは，中原採種場(株)を 前義 ・実習を行っているほか，公立試験研究機関および普

リーダーとしアグリ食品(有).(有)K2R，(株)ネットワー 及機関からの依頼研究員制度，ならびに民間企業.JAおよ

Fig.8 当笑証拠点における植物工場に関する公開セミナ

Extension seminar about plant factory held at 

Kurume campus of NARO Kyushu Okinawa 

Agricultural Research Center 

び生産法人などからの技術講習制度などを活用し.植物工

場に関する研修を行っている.2012年 10月現在で6名の研

修員を受け入れているまた.2010年度から，日本生物環境

工学会九州支部.日本施設園芸協会スーパーホルトプロジェ

クト協議会の共催・後援により， 一般の人を含めて，農業生

産者，民間企業および試験研究機関関係者などの植物工場

に関心のある者を対象とした，植物工場に関する公開セミナ

ーを年に 2-3回開催している (Fig.8).

また，当笑証拠点では.I即時，他物工場施設の見学者を

受け付けている.栽培エリアへの入場は制限しているが.研

修施設棟内の展示コーナーに実証事業および研究の概要を

説明したパネルや模型などを展示しており (Fig.9).見学者

用通路からの完全人工光型施設におけるリーフレタスの栽培

状況，ならびに太陽光利用型施設外からのイチゴの育苗およ

び生産状況を見学することができる.見学者は，農業生産者

のほか，植物工場関連企業，研究者，すでに植物工場を運
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営している企業や今後の取り組みを予定・検討している企業 り，農研機構植物工場九州実証拠点として，太陽光利用型
など，多岐にわたる.2011年度の施設見学者は約 2000名 植物工場および、完全人工光型植物工場施設を整備した.太

であり.2012年度も多くの見学者が訪れている TVや新聞， 陽光利用型植物工場では「固定式高設栽培によるイチゴの
雑誌などの各メディアからの取材も多く.2011年度は 14件の 周年生産技術jと「可動式栽培装置を用いたイチゴの多植

取材に応じた.一方，西日本食品産業創造展 (2012年 5月 生産技術J.完全人工光型植物工場では「レタスの高付加

に福岡で開催)や施設園芸・植物工場展 (GPEC:2012年 価値生産技術」と「スブラウト類の高付加価値生産技術」
7月に東京で開催)などに出展し当実証拠点における植物 の実証試験を行っている.本報告では，当実証拠点における

工場事業の広報に努めている. 植物工場施設，ならびに実証試験，人材育成・研修などの

おわりに

農研機構植物工場九州実証拠点では，現在，当面の責務

として.iモデルハウス型植物工場実証・展示・研修事業」

の課題である，生産物重量当たりの生産コスト 3割縮減を達

成するべく，実証試験に取り組んでいる.その課題を達成し

た後には，九州・沖縄地方での農業試験研究機関としての

特徴を出せる，新たな技術開発・実証試験を行う予定であ

る.そして.51き続き，見学者を受け入れるとともに，公開セミ

ナーを開催するなど，九州地方で実用規模の植物工場施設

を有する唯一の公的な試験研究機関として，情報を発信し，

植物工場の普及・拡大に貢献したいと考えている.

連絡先

〒839-8503 福岡県久留米市御井町 1823-1

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄

農業研究センター筑後・久留米研究拠点野菜花き研究施設

植物工場コーディネーター 鮫鳥図親

ダイヤルイン 0942-43-8431 

FtJ( 0942-43-7014 

摘要

九州沖縄農業研究センターでは，農林水産省補助事業

「モデルハウス型植物工場実証・展示・研修事業」によ

概要について説明した
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