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植物工場技術の研究・開発および実証・展示・教育拠点、

(10)三重実証拠点

増田 実・犠崎真英・鈴木 賢・小西信幸

三重県農業研究所 515-2316 三重県松阪市嬉野川北町 530

Research Centers for Intelligent Plant Production Systems in Japan 

(10) MIE Plant Factory 

Minoru MASUDA， Masahide ISOZAKI， Ken SUZUKI and Nobuyuki KONIS凹

Mie PrejきctureAgricultural Research Institute. Ureshino Kawaki・tacho530. Matsusaka. Mie. 515-2316. lapan 

Abstract 

In this paper. we introduce the activities of Research Centers of MIE Plant Factory for 
Intelligent Plant Production Systems supported by the Ministry of Agriculture. Forestry 
and Fisheries. where year-round cultivation of tomato and strawberry are demonstrated in 
greenhouses under highly controlled environments using ubiquitous environment control 
system (UECS③). Results of over one year running of the greenhouses indicate important 
issues to address to perform year-round management of greenhouse horticulture more 
effectively by construction of complete manuals of environment control. establishment of 
methods for effective environmental control against excessive increase of temperature dur-
ing the summer season and designing a schedule of pest and disease control throughout 
the yea仁

Finally. we present future prospects for increasing yield and quality of products and 
performing flexible and steady production in year司roundcultivation. 

Keywords: environment control. flexible or steady supply. greenhouse. UECS⑧. year-
round cultivation 

1.拠点、の概要 1)

用型」と人工光のみで植物を栽培する「完全人工光型」

がある.植物工場三重実証拠点は，前者の太陽光利用型植

物工場であり，外観は高軒高のビニールハウス(以下「実証

三重県農業研究所は，農林水産省平成 21年度補正予算 ハウス」と記)である (Fig.1). 2棟、の実証ハウスは，それぞ

「植物工場普及・拡大総合対策事業 (1)モデルハウス型 れ2つの栽培区画に分かれている.実証ハウスの隣には，収

植物工場実証・展示・研修事業」に採択され，平成 23年 穫物の保管，出荷準備等の調整作業を行う作業・管理棟が

3月に植物工場三重実証拠点を竣工した植物工場には， 併設している (Fig.2).作業・管理棟には，研修室が設けら

大きく分類すると2タイプあり，太陽光を利用する「太陽光利 れている.

2013年 1月31日受付

2013年 2月14日受理

Corresponding author : Minoru Masuda 
(masudm01@pref.mi託e色.必)

近年の施設園芸における経営規模は，先進的な生産者ほ

ど面積が大きい傾向にある.それに対して，国内公的機関に

よる施設園芸向けの研究は小規模な施設における取り組み

が多く，革新的な技術であるほど生産現場への普及に障壁

を伴うことが多かった.そのため，我々を含めて多くの研究者
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は，研究成果を普及するためには，さらに 1段階大きな規模

における研究とデータの蓄積が必要と考えていた.今回設立

した植物工場三重実証拠点の実証ハウスは， 1区画の面積

が約 5a (全4区画)あり，より生産現場に近いレベルの検

Fig.l 実証ハウス

Greenhouses to demons甘ateplant factorγtechniques 

.U 

つ

役気扇

71 

証ができる施設である.

現在この施設では， ①栽培環境制御の最適化による高品

Fig.2 作業 ・管理棟
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Fig.3 植物工場栽培区画図
Layout of tomato組 dstrawberry cultivation blocks and machine installations in greenhouse 
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効率的閣 とI附

ユピキタス1);1境制御システム(UECS) と
施設効率診断ンステムを将人し、これま
でより積桜町jな環境制御を行い、経常コ
ストや生産性を評価しますの

三重大学，近畿大学・ス子ラグリーン(株)
三基計装(株)・大日本印刷(株)
パナソニックデバイス(株)

イチコ'生産に市命をもたらす
ニュータイプ品析を)JiH，しま
す。

(株)ミヨシ・三重県農業研究所

三盟の新品稀
「かおり野」の

容易に花をつけ
る特性をri~ 7)) し、
簡単な冷I!)2JA処

ら 現だけで周年栽
Hfを実現しますe

MKVドリーム(株)・ヤンマー(株)・(株)イーズ日本液炭(株)・(株)岡村雄材・
東海物産(株)・(株)静岡産業社・三重県農業研究所

(株)ナチュラJレス子ップ・南事与資材(有)

Fig.4 三重県植物工場コンソーシアム(トマト ・イチゴ)
Consortium of organizations and their specific plant factory techniques 

質化と計画生産，②トマト，イチゴの周年生産体系.③栽培 させる一方，呼吸等による同化産物の消費を削減させること

の自動化，軽作業化について実証展示を行っている.平成 により増収を図る.②環境制御装置同士を互いに連携させ，

24年では.3区画でトマトの低段密植栽培，残りの 1区画で 環境情報および各装置の運転状況を共有させることにより，

高密植移動栽培システムおよび高設栽培によりイチゴの栽培 非効率的な運転(措抗的作用のある装置の同時運転等)を

を行っている (Fig.3) 実証を行うにあたっては，大学， tZ研 防ざ各環境制御装置が効率的かつ統合的に目標とする環

機構.関連企業など7企業 '6機関とコンソーシアムを形成し 境を作出する(天窓，側窓換気扇を用いた統合的換気制

ている (Fig.4)ー 御等)ことにより，光熱費等の投入資源の利用効率を高め

る.③省力・効率的な環境制御装置の導入(株元等の局

2 実 証の内 容 所的温度管理等).これらの実現に貢献する環境制御シス

テムとして，三重実証拠点ではユピキタス環境制御システム

1)栽培環境制御の最適化による高品質化と計画生産 (UECS⑧)2)を導入している.このシステムの最大の特徴は， 1 
植物工場の最大の特徴は，高度な環境制御技術を導入 つ1つの環境制御装置にマイクロコンピュータが装備されてお

し積極的に環境を制御することである従来の環境制御 り，入力された設定値を満たすように，各装置が自律的かつ

は，サーモスタットやタイマー等を用いて，天窓，側窓，内張 連動した統合的環境制御を行う点である.

カーテン，換気扇，暖房機，ヒートポンプ，C02施用機等の また，単位面積あたりの収量を向上させるための具体的な

運転を個々に管理し温度，湿度， C02濃度等を制御する 実証技術には，高混期の温度上昇抑制のための細霧冷房.

方法が一般的である.更にその設定値については，農家の 低温期のヒートポンプと温風暖房機併用による温度制御.細

勘や経験則が用いられている.このことは，大変重要なのは 霧冷房による加湿および熱交換式換気装置による湿度管理，

間違いないが.更なる収量向上のためにはプラスアルファが 天窓，側窓，循環扇などを含めた総合的な環境制御， C02 

求められるはずである.植物工場に期待される高度な環境制 施用などが挙げられる.現在までに.効果的な除湿方法や.

御には，次の点が挙げられる ①季節，屋外気象，時間帯 液化二酸化炭素気化方式の効率的な C02施用方法につい

等の条件や植物の状態(生育ステージ，水分ストレス，気孔 ての知見が示されるなど，大規模実証ならではの結果を得て

の開度等)に応じた適切な環境を作出し光合成量を増加 いる.また環境制御装置が連携した統合的制御を可能に
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Fig.5 タフ守レット型温湿度センサー

Tablet-type temperature阻 dhumidity sensor 

Fig.6 トマト低段密植栽培
Tomato growing system with low node-order pinching 
and high density planting 

するために，超小型でリアルタイムに情報を無線で収集できる

タフ+レット型温湿度センサー (Fig.5)などの有効性を検証し

fこ.

2)トマト，イチコの周年生産体系

トマト周年生産体系の実証における栽培方式には.ロックウ

ール耕による，低段密植栽培を採用している.低段密植栽培

は， 1-数段目の果房上で摘芯し， 1株当たりの収穫量を制

限する代わりに密植する栽培方法である 三重実証拠点で

は，第 3果房上で摘芯し一般的な栽植本数の 2.5-3倍の

栽植密度で栽培を行っている (Fig.6).この方式の利点は，

定槌後の早い段階で摘芯により栄養成長を制限するため，

17 

第 1果房着果後は，果実肥大に絞った施肥管理が可能とな

り，品質の向上が期待されることである.一方，第 3果房の

果実を取り終えた時点で作を終了し，年に 3-4回の作付け

を行うため，年間の種子代が高く，播種・定植等の作業i7j-が

増えるといった欠点もある.さらに， 定植から第 l果房収穫ま

での無収穫期間の回数が増えるため，周年 ・安定生産体系

を構築する上では，ハウスや区画，或いは給液系統毎に作

型を変えて，最低4つの作型を設ける必要がある (Fig.7).

周年生産体系では，多くの作型を設定するほど時期的な収

量の安定性は増すが，作業体系が複雑化する.実際に低段

密植栽培を導入する際には，収量の安定性，施設の規模，

作業効率を考慮し経営的に最も効率的な作付け数の周年

生産体系を設定する必要がある.

イチゴ周年生産体系の実証では，極早生性を有し栽培

期間中の花芽分化が連続的に起こる三重県育成品種 .かお

り野.を用いて，育苗期間中の短日夜冷処理および株元を局

所的に温度管理する「クラウン温度制御技術J3)を組合せ，

収穫期の拡大を図っているしかし，施設外気象変化の影響

を大きく受ける太陽光利用型植物工場で一季成り性品種の

作期拡大による周年・安定生産を実現するには，次のような

課題がある.①夏季の高温等による環境ストレスや成り疲れに

よる芽無し株の発生と出菅関隔の拡大.②育苗管理と本国

管理が重複することによる作業最の増加.三重実証拠点で

は，この課題に対する新技術として四季成り性を有した種子

繁殖型品種の利用を提案し植物工場で実証している種

子繁殖型品種は， 一年中無病苗の確保が可能であり，それ
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Fig.7 植物工場三重実証拠点トマト年間播種計画例
Annual schedule for cultivation of tomatoes in MIE Plant Factory 

Fig.8 トマト自動収穫装置 Fig.9 イチゴ高密植移動栽培装置
Robot for harvesting tomatoes by fruit cluster Movable bench system for high-density cultivation of 

strawberries 

を本圃に直接定植することで，育苗の省力化，異なる作型に 成を目的に.技術研修会を開催している平成 23年度は 5
よる安定生産の実現が期待される. 回開催しており.平成 24年度は 8回開催予定 (2012年 12
3)栽培の自動化，軽作業化 月27日現在2回開催)である.テーマは植物工場における
将来的には笑用化が期待される技術を展示し.夢のある 環境制御技術，周年栽培技術.多収・省力技術，経営に関

農業の姿を紹介するため，トマトの房どり収穫用の自動収穫 するもの等多岐に渡るもので、，生産者はもとより様々な分野の
装置と着果処理装置，イチゴ高設栽培に対応した自動収穫 企業等の参加があったまた，平成 24年度は，施設図芸栽
機の実証展示を行った (Fig.8).また，従来の約 2倍の密度 培分野，経営分野に精通した専門家に講師を依頼し，栽培
でイチコーを栽培できる高密植移動栽培システムの展示も行っ 分野においては 5凪経営分野においては 3回のセミナーを
ている (Fig.9) 開催した.そこで、は.講師と生産者および企業関係者が落ち

着いた雰囲気の中で意見交換が行われ，新たなネットワーク

3. 研修会， 実習 ，見学 を構築することができた.

教育機関との連携では.三重県立農業大学校の学生の農

構物工場および施設園芸に関わる技術等の普及，人材育 家留学研修の場として植物工場を活用し.一定期間，現場
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担当職員らの指導のもと，植物工場の管理作業全般を研修 を変えることで，経営耕地内に無収穫期間を無くすことがで

する機会としている.また，農業研究所独自の技術支援制度 き， 1つ 1つのハウスに対しては，作付け聞に休関期間を設

により，大学，高等専門学校の学生と協働して闘場の各種デ けることができるが，同一経営耕地内に病害虫が発生可能な

ータ収集を行っている. 区域があれば，人の移動等により病害虫が持ち込まれるリス

一般からの視察研修を受け入れており，原則，毎週火曜 クは回避できない三重実証拠点、においても，タバココナジラ

日を対応日として設定している(要予約)， 2011年4月11日 ミによるトマト黄化葉巻病，培養液中のピシウム属菌による苗

から受け入れを開始し， 2012年 12月27日現在までに延べ 立枯れ症，イチゴうどんこ病等が激発し，やむなく休関期間

2894人の実績がある. を設けた区画があった.現状，当実証拠点では年聞を通じて

防除計画を作成し常に予防的防除を行い，タイミング。を見て

4.現状と課題 各資材の殺菌消毒を織り込んでいく等，徹底した病害虫対策

を心がけている.周年・安定生産は，植物工場に期待される

効率的に収量を上げ，周年・安定生産を行う上では，季 重要な機能であり，やむなしとはいえ病害虫発生による休閑

節，屋外気象，時間帯および植物の生育段階等に対応して， 期間を作るということは，販売戦略上の課題となる.

植物にとって最適な環境条件を常に作出する必要がある.そ

のためには，各条件に対する最適な環境設定値，各環境制 5.今後の方向性

御装置の環境因子(温度，湿度，日射量等)に及ぼす効果

を明確にし最適環境制御マニュアルを確立する必要があ り高品質・多収のための環境制御技術開発

る.三重実証拠点では，区画毎に異なる環境制御方法を設 C02施用方法，温度管理，湿度管理など基本的な環境制

定し，環境データと収量データ等の比較を繰り返すことにより， 御方法について，まだ十分にわかっていないところが多い 1)

最適環境制御マニュアルの構築を目指している. 我が国は，工業分野では生産の自動化・システム化が極め

トマトおよびイチゴの周年栽培を行う場合，夏季の高温を て高いレベルにあり，高い品質を維持しながら低コスト化を実

如何に制御するかは重要な課題である.三重実証拠点では， 現している.一方，農業分野では，自動化・システム化のみな

トマトにおいては，換気，遮光制御，細霧冷房，ヒートポンプ らず，様々な数値データの収集・解析，それに基づくソフトウ

による夜間冷房等の技術を実証しているが，裂果等の障害 ェアを駆使した効率的な生産方式が確立しているとは言い難

果，呆実の小玉化，着呆不良等の発生を制御するには至つ い.園芸先進国であるオランダでは日本と全く異なる温度管理

ていない.イチゴにおいては換気，遮光制御，クラウン温度制 やC02管理方法を実践している我が国でも環境制御と収

御等を使用しているが，高温による果皮の軟化により，収穫 益性などのデータ蓄積を早急に行い，収益性向上を進める

後の果実の傷みが課題として残っている 必要がある三重実証拠点においても，環境データと環境制

C02は光合成の基質であり，施設内の C02濃度は収量 御装置の運転情報を蓄積しながらデータ解析を進め，効率的

に大きく影響する.施設園芸の盛んなオランダでは年聞を通し な制御方法を提案し生産性向上に寄与したい.

て，積極的に C02施用がなされており，収量を大きく伸ばす 2)計画出荷，安定出荷のための生産計画樹立

要因の 1つとなっている 4) 一方，日本の施設園芸では，温 ソフトウェアの開発

暖な気候のため春季から秋季にかけては換気時間が多く， 周年・安定生産を成立させるためには，販売出荷計画か

一般的には C02施用は換気時間の少ない秋季から春季の ら逆算して栽培管理を行わなければならない.そのことにより，

朝方に限定される.そのため， C02施用による効果を十分に 定時，定量，定質，定価格の出荷が実現する.しかし，現在

活かせていなし叱言われている 5) 三重実証拠点では，トマト は環境制御の精度が低く，季節，天候等の影響を最小化で

の栽培に従来の燃焼式に加えて，液化二酸化炭素気化方 きないために，各作業が計画通りに進まず，出荷量の前倒し

式の C02施用の実証を行っており， C02の効率的な施用方 や遅れが発生する等の多くの課題がある.今後は，様々な条

法の確立に努めている.今後は，細霧冷房，換気装置等の 件変化に対し，目標とする生育と収穫量の数値データを基に

他の環境制御装置と組み合わせた効率的な施用方法，季節 した最適な生産計画を迅速に組み立てることのできるソフトウ

や環境に応じた濃度設定等の確立に取り組む. ェアの開発が求められる.

周年・安定生産を実現するためには，経営耕地内に絶え

ず収穫できる株を確保する必要があるつまり，経営耕地に

休閑期間を設けることができず，一般的な栽培に比べて，病

害虫の蔓延するリスクが増すと考えられる.ハウス単位に作型
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6.連絡先および視察研修申込先

三重県農業研究所園芸研究課

干515-2316

三重県松阪市嬉野川北町 530

Tel: 0598-42-6358 

Fax:0598-42-1644 

見学対応:毎週火曜日 13:30~ 15:00 

(平成 24年度現在.要予約)

7 摘要

植物工場三重実証拠点では，太陽光利用型植物工場によ

り，トマトとイチゴの栽培実証を行っている.当実証拠点では，

各種環境制御装置と UECダを用いた高度な環境制御技術

による周年生産の実証に取り組んでいる.トマトの栽培方式に

は，ロックウール耕による低段密植栽培を取り入れ，周年安定

生産体系の構築に努めている.イチゴにおいては，三重県育

成品種‘かおり野'を用いた作期拡大と，種子繁殖型品種の

栽培実証を行っている.

実証開始から 1年以上が経ち，大規模区画ならではの成

果が作出されつつある.今後は環境データ，環境制御運転

情報，収量データ等をさらに蓄積しながらデータ解析を進め，

効率的な周年安定生産を行うための屋外気象や生育ステー

ジ等の各条件に対応する最適環境制御マニュアルの構築，

効率的な C02施用方法の確立，夏の高温対策，周年防除

体系の計画等の課題に取り組む必要がある.
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