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Abstract 

This paper introduces the Research Center for Intelligent Greenhouse Systems supported 
by the Ministry of Economy， Trade and Industry (METI) and the Demonstration and Train-
ing Center for Greenhouse Agricultural Production supported by the Ministry of Agriculture， 

Forestry and Fisheries (MAFF). These centers are managed by Ehime University where 
the plant factory based on the speaking plant approach (SPA) is studied. The programs of 
training for plant factory are developed and practiced 

Keywords: speaking plant approach， plant factory， research center for intelligent green 
house systems， demonstration and training center for greenhouse agricultural 
production， training program 
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はじめに

愛媛大学農学部で，植物工場研究フ勺ロシ、エクトチームの教

職員が所属している専門教育コースは，施設生産システム学

専門教育コースであるこの施設生産システム学専門教育コ

ースは，昭和 63年度の農学部改組によって設置され，育苗

から，栽培，貯蔵，自己送まで，食料生産に関するすべてのプ

ロセスにおけるセンサ，環境制御 11 機械化(ロホ、ツトイ七 )21，

御化農業実験実習施設jが， 11百和 54年度に農学部附属

施設として設置され，制御された環境下における植物生産に

関する実験・実習に利用されてきた.平成 17年には.わが

国の太陽光利用型植物工場の約半分を建設してきた)1関農

機(株)との聞で研究連携協定を結び，研究・開発を推進

してきた

IT:l 1 • さらに，植物生産の基礎となる環境植物生理学 41 植

物育種学などに関する教育研究を行ってきたまた，愛媛大

学農学部には，現在の「植物工場」をイメージさせる「制

2011年11月23日受付

2011年 11月26日受理
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「
J 

第 19期の日本学術会議農業環境工学研究連絡委員会

の対外報告書のq:Jに提言として， r潔境への負荷を少なく

しJ，r主n能的植物工場J.r拠点形成J.r技術形成」という

キーワードがある.私ども，愛媛大学植物工場研究フ。ロジェク

トチームは，この報告書ーの趣旨を理解し太陽光利用型植物

工場の知能化に必要な技術形成を行い，拠点を形成するこ

とを目標として，活動をしてきた幸い，平成 19年度の経済

産業省「地域新生コン、ノーシアム研究開発事業J(課題名.

自走式植物生育診断装置を含む知的植物工場システムの開

発)で資金を得ることができ，その一部を使って。農学部構
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内に 500m
2
の太陽光利用型植物工場を設置し太陽光利

用型「知的j植物工場と名づけた.その後も，平成 20年

度の経済産業省「地域イノベーション創出研究開発事業」

(課題名・知的植物工場のための植物生育モデル自己補正

システムの開発).平成 20~ 22年度の JST育成研究(課

題名;植物工場におけるスピーキング・プラント・アプローチで

生育を担保した植物部位別j昆皮tJjJj佐nシステムの開発)にも

採択され，研究・開発を進展させるとともに，太陽光利用型

植物工場研究の拠点形成を目指してきた 5.6)

経済産業省の平成 21年度「先進的植物工場施設整備

費補助金」に採択されたことによって，農学部構内にが~ 1.300 

m2の太防光利用型柄物 1:場と研究・研修棟、を，また愛媛

県西条市に約 500m2の太陽光利上H型植物工場を建設する

とともに，上記「制御化農業実験実習施設」を「愛媛大学

知的植物工場基盤技術研究センター」に改組したまた，農

林水産省の平成 21年度「モデルハウス型植物工場実証・

展示・研修事業」に採択されたことによって，愛'媛県宇和島

市に総面積約 8.000m2の太陽光利則311植物工場を建設し

た.

植物工場研究フ。ロジ、ェクトチームメンバーの専門は。基本

的には「農業工学」であるが，環境制f~[J. IT.ロボット化，

植物生体情報計 iHlJ.流体工学，栽培管理なと、l幅広いことが，

このチームの強みである.

業i遺涜~jをによる
蒸数機能診厳

知的植物工場基盤技術研究センター (ResearchCenter 

for Intel1igent Greenhouse Systems)の概要

愛媛大学農学部知的植物工場基盤技術研究センターは.

4つの太陽光利用型植物工場と研究・研修棟から成る.

太陽光利用型値物工場は，用途に合わせて 500m
2 2棟と

1.300 m
へ

150m2から構成されており.それぞれ複合環境制

御システム，養液制御システム，ヒートポンプチラー，二酸化

炭素供給システムなと、が装備されている加えて，果実の糖

酸度，形状.傷の有無など，収穫物情報の収集mとして選果

システムが設けられているまた.研究・研修棟では，生産性

向上のための基探技術の開発用として，光合成機能iHU定装

置，生体情報収集・分析システム，気流測定用風洞耳IJクゃロ

ースチャンバーなどを装備している

ここでの主な研究開発課題はスピーキング・プラント・アプ

ローチ (SpeakingPlant Approach: SPA)であり，植物生体

情報計測などの要素技術のほか.さまざまな知識.データ，

ノウハウが蓄積された「知識ベース Jの儲築を図っている

そのためには，膨大な植物生育診断情報を効果的に収集・

解析する必要があるが，本センターでは.ICT (Information 

and Communication Technology)および、ロボット技術を活用

し最終的には，知識ベースに基づいた知的植物工場システ

ムの開発を目指している具体的には.主に以 Fに示す課題

について研究開発を実施している岳クロロフィル蛍光による

光合成機能診断技術，②葉j昆測定による蒸!?土機能診断技

術，③44ミの投影而積測定による水ストレス診断技術.:4，奇形

クロロフィル蛍光頭像言十漬1]閉

LEDI'¥ネ)!.-

~(~クロロフィル蛍光箇像針演1]
一.、

ぃ
-fF

〉…

による光合成機能診断
♂4 

Fig.l 
植物成育診断ロボット

Plant growth diagnostic robot 
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花診断技術，~\植物生育診断ロボット (Fig. 1)， (忌診断情報

のマァヒ。ンク、システム.(fl植物部位別j且度制御システムなとで

あるこのうち①については，葉は光合成に使われなかった

光エネルギーの→部を使用して 683nm付近の赤色光を発

光するが，この光を分析することによって光合成機能を診断

する技術である.⑤については工j，qむなどの SPAセンサを

搭載して.植物工場内を定期的に白律走行し栽培フ'0ヅク

ご、との診断情報を収集するロボ¥ノトであるこれらの技術を早

期に実用化することによって，農産物を限りなく 14定(定時，

定量，定品質.定価格 )Jに近づけることを目指している

植物工場実証・展示・研修センター (Demonstration

and Training Center for Greenhouse Agricultural 

Production)の1既要

愛媛大学植物工場実証・展示・研修センター(南レクアグ

リパーク)の全景を Fig.2 tこ示す.4つの太陽光利用担植

物工場.育苗施設.貯蔵施設，研修棟、がある.

本センターは， 1植物工場向けの品目と品種の検討及び栽

培方法の確立」を実証するため，太陽光利用型柄物工場

の内部を 2区画に分け， 8つのコンソーシアム(参画企業の

グループ)に提供し植物湖U:.tこ関する指導を行っている

各コン、ノーシアムの規模と実証内容は次の通りである

コンソーシアム Aは，植物工場 1の区岡 A(1.351 m2
)に

おいて，トマトの低段密植栽培に過した品種の選定と栽楕方

法の検討を行っている本センターで実施している実証中の

トマトの品種は.桃太郎エイト， Cf桃太郎ファイト， Cf桃太郎

ヨークりんか 409，麗夏，賛美，大安吉日，アニモ TY-lO，
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レッドホーフ:冠美.みそら 64などである.コンソーシアム B

は.植物工場 1の区 B(466 m')において，トマトの樽栽培で

高糖度を目指し，コンソーシアム Cは，植物工場 2の区画 C

(1.351 m2
)において，トマトの長期多段栽培で多収量を目指

しコンソーシアム Dは.植物工場 2の区画 D(466 m')に

おいて，トマトの養液土耕で高糖度を目指し，品種の選定と

栽培方法の検討を行っている

コンソーシアム E.Fは。キュウリに関する実証・展示を行

っている.コンソーシアム Eはつる Fろし栽培を，コンソーシア

ムFは，摘心栽培に適した品種の選定と栽培方法の検討を

行っている実証中のキュウリのiEI種は.グリーウェイ，カレラー

マジカル 1号，セレクト，ハイグリーン，ラニーノーなどである

コンソーシアム G，Hは，葉菜類に関する養液土耕システ

ムにおける栽培品目と!日l種の実証試験を行っているミズナの

品種は。はかたT緑.夏千緑，株張千緑など，コマツナの品

種は株張わかな.黒わかななと，ホウレンソウの品種はサマー

トッフ。セフゃン.リピート.パッカー 10など，その他にもルッコラ。

ベビーリーフやハーフについても実証試験を行っている.

育百施設は，完全制御型の I次育苗装置と百を植物工

場の環境に適応させるための 2次育凶温室がある.貯蔵施

設は，冷蔵庫を備え出荷調整のための実証実験を行ってい

る研修施設は.植物工場における常設展示と人材育成の

ための研修事業を行っている研修は.農学部構内の「知

的植物工場基盤技術研究センター」と TV講義システムで

述結しオンデマンドで様々な研修を行う事がロJ能である.

バ髄説
Fig.2 

植物工場実証・展示・研修センター全景

Complete view of the Demonstration and Training Center for Greenhouse Agricultural Production 
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植物工場人材育成プログラムの概 要

を満たした 20名に対して「中級栽培者養成コース」修了

証を授与した IB:SPA技術者養成コース」は，大学教員

(愛媛大学，東京大学)および民間企業の専門家を講師と

愛媛大学植物工場ブロシ、エクトで、は，前述の SPA技術を し計 6科目の講義を実施した本コースは， SPA技術の習

中心とした様々な研究開発だけでなく， SPA 技術を駆使した 得を目的し，実習を重視した授業内容とした受講生は社会

栽培管理・環境制御を実践で、きる技術者の育成も行ってい 人 13名であり。基準 (6科目中， 5講義出席)を満たした 10

るこの植物工場人材育成ブロク、ラムは， A 中級栽培管理 名に対して iSPA技術者養成コース」修了証を授与した

者養成コース‘ B:SPA技術者養成コース‘ C 植物工場技 (Fig.3) 

術者養成コース D:植物工場経営管理者養成コース.E また本プログラム以外にも，植物工場の普及拡大を目的と

栽培管理実習コース.F インターンシッフ。 (E'Fコースはオ した「植物工場セミナー」を開催している平成 22年度は，

ーダーメイド型)で構成されており，各コース聞に関連はある 四回全 4県および、愛媛県宇和島市の計 5カ所において開催

ものの，受講者のニーズに合わせてコースを選択して受講で、 した参加者の合計は 450名に達し，四回全域での植物工

きる.本フ。ログラムの詳細と最新情報については.愛媛大学 場の普及に向けて大きな意義を持つものとなった

植物工場プロシ、エクトの人材育成ホームページ (h壮p:/ /igh. 

agr.e hime-u.ac.jp/ -kensyu/Ehime U niv JINZAI/Home 今後の抱負と使命

html)にて入手可龍である平成 23年度以降は，オンデマン

ト、受講システムを整備予定である. 現時点では今後の研究・開発テーマとして次のようなもの

平成 22年度の実績としては A:中級栽培者養成コース を計画しているが.植物工場の普及拡大に資する可能性の

とB:SPA技術者養成コースを開講した A:中級栽府者養 あるテーマについては，積極的に対応したし叱考えているー

成コースは，大学教員(愛綬大学.香川大学，高知I大学 CI生産性向仁 (SPA):生育診断装置.知識ベースの拡充，

および、民間企業の専門家を講師とし計 14科目の講義を実 セルフチューニンク¥植物部位別温度制御，高酸素養液，

施した受講生は，村会人を中心とした 22名(受講生のJf，技 補光用光源

種は多|岐にわたり，農業従事者守農業指導者，会社経営者 ②省エネルギー化柄物部位別凍境制御， MH冷凍安置

など様々て、あった)であり。基準(14講義1)'.10講義出席) フィルム素材

Fig.3 
人材育成フ。ログラム

Personnel training program 
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I高品質化給液制御アルゴリズム.樹上トマトの糖度予測 E-mail:nap@agr.ehime-u.ac.jp 

植物工場用品種，栽培資材

j対環境性向上・給i夜制御システム，オソン水i先i争装置，廃 摘要

i液夜処理システム

5自動f化ヒ.ロホ、7ト化-きゆうり収穫ロボボ、ヅ沖ト，いちこ

ト1，.選芸呆ロボボ、¥、y爪ト 示す.愛媛大学農学音部Eは長い研究の歴史を有しており'ま

己品日の拡大きゆうり，いちご'葉菜類なとど矛 ず，今回の植物工場基盤技術研究拠点の整備事業にいた

これまでも，学会支部や博士課程を共有している香川大 る経緯を説明しているついで.本研究拠点を構成する知的

学高知大学の農学部の先生方，研究連携協定を結んでい 植物工場基盤技術研究センター.植物:仁場実証・展示・研

る井関農機(株)， (独)産業技術総合研究所四国センタ 修センターの組織・施設・機能の概要を各々紹介している

一.愛媛県(産業技術研究所，農林水産研究所)などの研 これらセンターで取り組み，実績をあげている植物工場人材

究者・技術者からも協力をいただいてきた今後は，より広範 育成フ。ロク、ラムについて紹介し.さらに，今後の抱負と使命を

な研究者・技術者や企業，行政とも協力・共同し，これまで 示している.なお，各センターの問い合わせ連絡先も示してい

の研究・開発をさらに進め，太陽光利用型横物工場におけ る

る基盤技術の確立を通して，収穫量の安定的増大に貢献し

たいと考えているさらに，これらの基椛技術を基にして.太

防光利用型植物工場の普及拡大に貢献できる人材の育成に

も取り組む‘所存である

連 絡 先

愛媛大学農学部町j属知的植物工場基確技術研究センター

〒790-8566

愛綬県松山市樽I列、3-5-8

タイヤルイン 089-946-9829 

FAX 089-946-9829 

E-mail: igh@agr.ehime-u.ac.jp 

愛媛大学植物工場実証・展示・研修センター

〒798-3303

愛媛県宇和島市津島IHT近家 1651-34

タイヤルイン 0895-32-1101 

FAX 0895-32-1065 
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