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次世代植物工場における情報化とシステム制御
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Plant Factory based on ICT toward Next Generation 

Noboru NOGUCHI 

Research Faculty 01 Agriculture， Hokkaido University， Kita-9， Nishiθ， Kita-liu， Sa戸'poro，060-8589， lapan 

はじめに

被物工場は昨今日本政府が進める農務工迷t)~のシンボリッ

クな事業のーっとして注目されている縞物生産技術である.

幾康物を言十爾的かつ安定的に生産・供給できる縞物工場は

地域の産業振興の観点からもi主因されている随物工場によ

る生産と加工・流通を一貫体系で実現し， 6次産業化を積

極的に進めて新しい援業と雇用を創出することが，地域コミュ

ニテイの活性化を図る上で、ポイントとなる 1) また，環境・エネ

ルギーの観点から持続的に安全な食料を安定的に生産できる

システムとして;憾物工場は期待されている.世t界の人口は現

在 67億人に達し， 2050年には 92億人になると推計されてお

り，地球規模の人口増加と経済成長による水不足，エネルギ

ー不足が懸念されている.砂漠地帯での食料生産など水使

用量を大幅に節減できる食料生産システムの部発は 21世紀

の重要な課題である.本稿では，次世代槌物工場のあり方

を考えたい.植物工場を人類の持続的発援に資する技術の

域まで昇華ーさせるために必要さな要件を，現在海外において研

究・開発中の被物工場から考察する.また，次世1・代太賜光

植物工場において情報化・インテリジェント化はキーテクノロジ、

ーであるが，その必姿性と今後の取り組みについて日本学術

会議農業情報システム学分科会において対外報告をまとめ，

2011年 6月に公表した本稿ではその姿旨についても論じる

ことにする.
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人類の持続性と植物工場

人類の持続殺を脅かしている要図に f食料J，r水資源J.

fエネルギーJ.r健康J.r地球滋暖化J.r近代化・グロ

ーパリゼーションJ.r ~長物多様性J などがある.特に水資源

とエネルギー問題は 21世紀の:ffi要課題と{立i置づけられてい

る太陽光植物工場は水を効本的に利用できる設滋システム

であることも特徴の一つである.スペインのトマト栽培では機

物工場における栽培が畿地栽培と比較して水使用量が 1/5

程度であり，植物工場の水の蒸散・拡散を抑える効果が水

使用量の節減に多大に貢献している Fig.1に示したように

一般に降雨 .ftlIi降水のうち， 60 ~ 90%が蒸散し浸透・流

亡がO~ 30%，バイオマス生滋に寄与するものは 10%に過ぎ

ない.Table 1はトマト乾物愛 1kg生産する上で，必要な水

の愛である.機物工場で平均的な栽培技術では 2，432kgの

水を?荷重きする.他方，露地栽培では 13，870kgの水を必要と

し椴物工場における生産の 5.7倍の水が必要である.さら

に檎物工場において栽培技術の高いオペレータによる余波の

場合， 1，058 kgまで水使用設を抑えられる.すなわち，栽培

のエキスパートに仮敵する制御系を開発した場合，植物工場

によって露地栽培のわずか 7.6%の水使用量まで節減できる

のである.このような背景から，水の有効利用が可能な核物

工場は水資源保全の綴点からも魅カ的である 2)

「エネルギーjや ri昆暖化Jについても，次想:代槌物工

場にはその対策が姿求される.石油エネルギーの使用蚤を減

らし二酸化炭素など温祭効果ガスの削減を図ることは綴物

工場を大規模化そして普及させていくよで重姿である.植物

工場は露地栽培と比較して太陽エネルギーのほか，電気エネ

ルギーも必要である.風カエネルギーや織物残i査などのバイ

オマスエネルギーなど多様なエネルギーの活用による生産エ
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ネルギーの節減を図ることが普及拡大に向けて要求される

我が尽においては夏季の高温対策用にヒートポンプの導入が

望まれるが，このエネルギー源も海水，地下水などが有効で

ある.実際に EUの次i埜代植物工場のヒートポンプ熱源には

深海水が検討されている.水資源、エネルギー資源、が乏しい

地域において作物を安定的・持続的に生産できる次世代太

揚光植物工場は人類にとって目指すべき方向であろう.

次世代の太陽光植物工場のあり方

太陽光を最大限に利用しながら食料を生産しつつ，エネ

ルギー.7.K資源、の観点から高い持続性を目指している太陽

光植物工場の開発がEUにおいて進められている.Fig.2 

はドイツのベルリン工科大学で研究中の「石油エネルギーj

と「水資源Jの節減を目指した太陽光植物工場である.

Watergyフ。ロジ、エクト 3)と呼ばれ.EUの第 5次研究開発フ

レームワーク・プログラムで行われた.植物群落から蒸散した

水を凝集・回収して再利用しさらに水のi替熱を熱交換器に

よって悶収して夜間暖房に利用するアイデイアである.200 m2 

の実験施設であるが• Fig.3に示したように中央のタワーに熱

交換器 (3:Heat exchanger)が自己援されており，そ喜熱槽 (6:

Heat storage)と接続されている.昼夜を関わず水の回収が

できる機構をギ干しており，水資源と石油エネルギーの節減を図

った植物工場でユある.昼間は蒸散水を含んだ高温・高湿度

の空気がタワー上部から流入し熱交換器を介して，熱と水

の回収を行う.夜間は低温の空気がタワー下部から流入して

熱交換器で加滋される.したがって，この縞物工場の場合，

制御の狙いは「作物生産に適した栽培環境Jとともに f水・

エネルギーの問収と再利用」にある.操作項出土温度・湿

度・ C02施用である.通常の機物工場の環境制御では，一

般に植物生産による利益最大化の笑現とし吟単一の目的関数

をとる.植物生産期間中のランニングコストは，栽培開始時刻

toと終了時刻 h間のコスト関数Lを積分した (1)式で表され

る.

f L(xg， ZI， 削 (1) 

r 
o 

ここで.Xgは槌物工場内部の状態ベクトル.ZIは操作ベクト

ル，dは大気条件など周辺環境の状態ベクトルである.また，

最終的な生産物による利益を (2)式で定義すると，

φ(X(tf)) 

目的関数Jは (3)式で、表される.

(2) 

175 

言素葉支
ら0-90%

図 1 植物生産における水の移動

Fig. 1 Water transfer for plant production 

表 1 トマト 1kg (乾物)生産するに必

主芸な水

Table 1 Required water for tomato 
production (kg/kg DM) 

栽培管理技術 水蜜 [kg]

秀

均

秀

均

俊
市
T

俊
市
γ

221 植物工場

ぷ~} 露地栽培

(Fereres & Orgaz， 2001， internal report) 

図 2 ベルリン工科大学で研究開発された水とエネルギー

使用の節減を目指した太陽光様物工場 (1)

Fig. 2 Plant factory saving water and energy developed 
by Technical Univ. of Berlin (1) 

J=ー φ(X(ゎ))+fL(xg， u， d)dt (3) 

。

したがって.Jはコストを表しているので，実際の制御では

Jの最小化を実現する操作ベクトル時系列の生成が目標とな

41 
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凶3 ベルリン工科大学で研究開発された水とエネルギー使用の節減をEI指した太陽光植物工場 (2)
Fig. 3 Plant factory saving water and energγdeveloped by Technical Univ. of Berlin (2) 
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図4 太陽光械物工場の最適制御

Fig. 4 Optimal control for a plant factory 

る.ところが Watergyのような「生産による利授の最大化J

に加え.r水と熱エネルギの悶I1又」も評価関数に入れた場

合.(4)式のような多包的最適化問題りとなる.

(4) 

ここで.a. sはスカラーで側々の評価項目の重み係数であ

る.(4)式には水と熱エネルギー問収による利益 E(x， u， d) 

を栽培期間にわたり積算した演をfす加している.Watergyの

開発目標の場合，評価関数は (3)式ではなく (4)式を採用

し多目的最適制御としての取り扱いが要求される.すなわ

ち，エネルギーや水回収を目的とした植物工場の場合，本来

のB的である槌物生産の最大化に加え，エネルギーと水回収

の効率化といった白的弱数も設定され，その多目的なパレート

最適解 5)を求めて環境制御を行う必要がある.換言すると多

目的最適制御理論を導入しなし、とエネルギー回収は進むが，

J=αiー φ(X(tf))十 rL(xg， u， d)dt 

s fE(九 u，d)dt 

42一
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植物成長の低下を招く，もしくはその逆が発生し所期の成 を装備した植物工場である 6) 近赤外光と可視光を分離して

采が上がらないことが十分予想されるのである.さらに，最適 夏季の室温上昇を抑え， Fig， 6に示したように太陽エネルギ

制御を実現するためにはFig.4のような植物工場モデル，棟 一の 50%にも及ぶ近赤外光を集光して電気エネルギーに変

物生育モデルの両者が必要であり，現有するモデルの精度 換することで，遮光・換気・冷房にかかるエネルギー使用量

から判断してこの最適il討議jlシステムの実装は容易で、はないー の主i1j戒を達成しようと試みる.換気を伴わない栽培環境で、あ

しかし，次世代の植物工場は機なる生産性だけでなく，人類 るので C02濃度と温度の制御性能は格段に向上する副次

の持続性に影響を与える「水資源J，rエネルギーJ，r地球 効泉がある.Fig.7はNIRフィルターを装備することによる効

温暖化」などの婆図も考慮する必要があり， *H長的には植 采をエネルギーと水資源の観点から調べたものである.シミュ

物工場の環境制御に多目的制御の導入は不可欠となる.こ レーションではあるが， NIRフィルターを装徹することで，室内

れまでの Watergyの成果は，①栽培期間を延ばすことがで の温度上昇が抑えられ，換気に姿するエネルギーが1/6，水

きる，②換気がないため農薬が不要である，③従来の施設と の蒸数量は1/2以下になることが明らかにされている.しか

比較して水使殿堂を 75%節減で、きるなどのメリットが報告され しこれらの研究はまだまだ絡に就いたばかりで技術的課題

ている.しかし，実際には (1)自然循環流による熱交換性能 も多い.たとえば，合理的な NIRフィルターの開閉制御法や

の限界.(2)夏季の冷房能力不足が問題であり， (1)につい 集光装置の姿勢制御法などは今後検討が必要であろう.

ては強制換気，また (2)については低iELi原を深海水に求める

方法が検討されている.さらに昼夜間混度差が小さい地域や 太陽光植物工場の情報化・インテリジ、エント化の必要性

高湿度地域では本システムのj鹿沼が難しいこと，夏季は24

Jl時間単位で、熱バランスが取れないため季節間熱貯蔵の必要 太陽光椴物工場では地域民有の気象資滋を有効に活用・

性も指摘されており，実用化にはまだまだJl者向がかかるものと 考量して最適な環境ili日御を行わなければ植物の生産性を向

恋われる. 上させることは難しい.この理由から地域の自然環境を把援し

Fig.5は施設屋上に近赤外光フィルター (NIRフィルター) たうえで粍i物工場内環境を制御することが姿求される太i湯光

図5 エネルギ一回収を目的として近赤外光フィルターを装備した太陽光植物工場
Fig. 5 Plant factory with a spectral selective parabolic miITor and a collector at a focal point for conversing energy to 

useful electrical energy 
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植物工場は，いまだ、高い技術を有した人のオペレーションが

必要であり，工業化・産業化に発展させるうえで大きな障害と

なる.すなわち，太陽光植物工場による食料生産を工業化・

産業化するためには非接触なセンシング技術によって植物生

体の状態を検出して，検出データに基づいて最適な環境状態
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図 6 太陽光のスペクトル

Fig. 6 Spectrum of sunlight 

野口

を探していくことが要求される.このコンセプトは橋本康先生

が提唱されたスピーキング・プラント・アプローチ (Speaking

PlantApproach. SPA)として世界的にもよく知られている 7)

日本学術会議第211羽農学委員会・食料科学委員会合同

農業情報システム学分科会では分科会 WG 知能的太陽

光植物工場J(世話役:橋本康先生)を設置した WGは

農業工学，溜芸学，植物生理学，精礎工学など29人の専

門家により構成した.3図の公開シンポジウムと 91mの分科会

審議を行い，植物工場の広範な普及を実現するために不可

欠な科学技術とこれからの学術研究のあり方について検討し

た.その結果を「報告/知能的太陽光捕物工場の新展開J
として取りまとめ 2011年 6月に公表した.この提言をとりまと

めた動機は，生物学と工学との複合領域で展開する植物工

場は問者の体系的な学術に立脚し，システム科学を包含する

サステイナブルな展認が示せなければ.その有用性に対する

社会の理解は得られないことにあるさらに，社会的には植物

工場の有用性の評倒は分かれ，今後の展開の方向性が絞ら

れぬまま最近に更っていることに対する反省と科学者として

その発展方向を社会に示さなければならないことが理由であ

る.この提言では縞物工場の次なるステッフ1こ備えて今後検

討すべきー情報化・システム化の観点から問題点を指摘し• JJ!! 
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出典 SonneveldPJ.et al. Greenhouse with an !ntegrated NIR Filter and a Solar CoolIng System 

In: Proc. InternationaJ $ymposium on Greenhouse Cooling. Almeria， Spain.24-27 ApriL 123-130. 2006 

図 7 植物工場における NIRフィルターの効果(シミュレーション結果)

Fig. 7 Effect of NIR reflecting filter for a required ventilation power and an amount of evaporated water inside a plant 
factory (Simulation result) 
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林水産省.経i済斉産業省などl関渇係行政機隠，産官学の石砂研j舟f究 り弘'さらに SPAや植l物!吻初一E環設境複合系のモテデ2丹勺1リjンググrと討1市鍛1員fUfj
機潟の今後の耳取Zり紐みをl喚奥}起包した.卒報R告の内答は以下の通り に毒緩霊適化.知能化としい、勺つた学問分野がE重芝婆となる.また，現

でで、ある 8剖 在農商工連携プロジェクトとして行政から強力に支援されてい

(1)指物工場の目指す環境制御型農業を育てる学術環境の る植物工場フ。ロジェクトにおいても情報化・システム化・自動

整備 化を.ill:点課題に据えており，その人材育成は急務である.今

オランダのような植物工場の先進国ではコンサルタントが驚 後，学協会・大学・試験研究機関・企業などが連携して.

異的な商品質・多収穫を実現したケース・スタディーに注目 教育カリキユラムや教科書など教材の整倣を行うことが必須で

し得られたデータに基づいて「栽培作物と環境調宣告にj現 ある.

するある穏のエキスパート・システムjを研究開発した.この

エキスパート・システムがオランダの幾業生産において驚異的 おわりに

な成果をもたらした原動力である.すなわち，栽培技術の表

面的な模倣は無意味であり，太陽光継物工場における環境 機物工場は地域の産業育成など地域再生に有効な技術と

条件と生理生態の応答関係を同定し，オランダに見られるよう みなされている.さらに，太務光利用裂は自然エネルギーゃ

な農業に革命を起こすコンピュー外jlj街iの芽を大きく育てる学 水資源を効率的に利用できる生産システムに皮肉できること

術環境の整備がわが留においても不可欠である. も特徴の一つであり.21殴紀最大の課題である f持続的発

(2)生体計測とスピーキング・プラント・アプローチ (SPA)に 展jに貢献するイノベーションの 1つであることに疑いようは

よる環境制御の必要性 ない.特に次回:代の様物工場は，育稔など植物科学の視点

太陽光被物工場では，人工光植物工場とは奨なり，外界 での進化も当然必姿であるが，工学的側面では，情報化とシ

の気象条件の時系列的な変動，あるいは日変化に基づく変 ステム制御の高度化が問題の本質にある.今後，最先端の

動によって，栽培環境と同時に生育状態も変動する.この変 科学技術を結集して次段代植物工場の研究開発がさらに加

動に対応して収穫蚤を維持・増大させることが，太陽光植物 速することを期待したい.

工場発展のポイントである効巣的な環境制御を行うため，ま

ず槌物の生育状態の診断が必要不可欠であり，椴物の生体

計il!U結果に基づいた環境jWH却が本質である.この技術思想、

は20年以上前に提唱された SPAと今日研究が進められて

いる第 2W:f"tSPAであり，今後の太陽光椴物工場にとって

必須の概念として位滋付けて学術研究を推進する必要があ

る.

(3)植物栽培プロセスへのシステム科学的アプローチの推進

SPAを効来的に推進するには，環境条f牛に対する作物の

生理状態のシステム向定が重姿になる.すなわち，諸々の環

境条件に応答する作物のシステム科学的な検討が必要であ

る.植物工場のモデルプラントで実際に栽培し，実測し試行

錯誤で基本的なシステムに関する洗い直しが必須である.さ

らに太陽光槌物工場のシステム制御において，その飛躍的

な前進に向けて最適化.知能化の概念は重要であるこれら

の学術研究を推進して，会く効率的な植物工場のあるべき理

想像，すなわち「次位代檎物工場j像に結び付ける必要が

ある

(4)次世代植物工場を担う研究者・技術者の育成

農学における課題対応型教育プログラムとして「次段代

植物工場jは取り組むべき課題である.r次世代被物工場」

は生物学と工学の融合を高度に進めた学際・複合領域であ
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