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Abstract 

The technical features of NARO plant factory in Tsukuba consists of three main objec-

tives. (l)Investigation of cultivars for hyc1roponics: proc1uctivities of tomato， cucumber anc1 

paprika cultivars are investigatecl with hyclroponics. (2) Environment control system for low 

carbon emission: newly clevelopecl ubiquitous environment contr叫 system (UECS) is installecl 

to investigate the effectiveness of integrative environment control ancl clemonstrate the effec-

tive use of heat accumulation from sunlight. (3)Improvement of work environm巴ntby use 

of automation ancl ICT: comfortable environment for workers is establishecl ancl efficient 

improvement using automatic conveying system is triecl. 

Four consortiums of the efficient vegetable procluction are concluctecl in Tsukuba. Con 

sortium 1 is concernecl with long ancl mic1clle terl11 cultivation with high yielcling tOl11ato 

cultivar. Consortium 2 is concernecl with short term ancl year-rouncl cultivation o[ early 

tomato cultivar. Takii Seecls CO.Ltcl. is the leacler of these consortiums. 

Consortium 3 is concerning high yielcling cultivation of paprika. Consortium 4 is con-

cerning high yielcling cultivation of cucumber. Kan巴koS巴eclCO.Ltcl， is the leacler of these 

consortiums. 
This research system with the targets will leacl to the innovation o[ ]apanese greenhouse 

proc1uction inclucling th巴 plantfactory. 

Keywords: automatic conveying system， consortium， cultivar for hyclroponics， low carbon 

el11ission， ubiquitous environl11ent control system 
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高度な技術や装TO:をi，f，'JI'Jして判jJlJ官Ilifn自の山い生産を追求

する施設問芸は.戦後のわが国の野菜|事|芸発以の先導的な
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役割を果した!例えば，われわれが所属する独立行政法人 構 2カ所を含め.6カ所で植物工場の実証 ・展示・ 研修拠

農業 ・食品産業技術総合州究機構野菜茶業研究所の前身 点が平成 23年度までに捻備された

である園芸試験場む養液栽培用の培養液処方として主|いうれ 農相l機構の 2拠点、(町'菜茶業研究所つくば拠点及び九

る悶試処方の開発に見られるように，先端的な施設園芸技術 州ilJr組農業研究センター久留米拠点 )が三重県民業研究

の進展に寄与してきた 所(松阪市)と連携し• 7，，， 1湯光利用型を主体とする植物工

しかし，現在の日本の農業は多くの問題を抱え，とりわけ 場施設の整備を進め，平成 23年に入り 3拠点すべての施

施設園芸を取り巻く状況も厳しい特に.①担い手の高齢化 設が完成し本格的に稼働を開始した j割。|機構での植物

と後継者の不足，②エネルギーや資材{illi絡の高IJ奇，③長期 工場の運営は.D町'菜215業制究所および九州沖縄民業研究セ

EIりな炭産物{uli絡の低迷に苦しんでいる状況であるこれらの ンターが担当し施設|重|芸の高度化，効率化に貢献しつつ，

問題を画期的な技術革新により解決し魅力に溢れた次世 生産物の単位重さあたりの生産コストを 3割削減できる技術

代型園芸生産システムの構築を日指す方向が模索されてい を体系化することを目標としている.本事業では，事業を運営

る rJ する刷究機関が中心となり，新技術の実証と各種研修も併せ

そして.固としてもこのような閉塞した状況を打破する施策 て実施している

が提示され，農林水産省で、は輸入の増大する業務力[[工用野

菜等の国内供給力強化や「j工業の 6次産業化Jを通じた 2 つくば実証拠点、の特徴

地域農林漁業の活性化のための施策が強力に推進されてい

る この一環として，季節や天候に左右されずに炭産物の言l j;υ肝機構植物工場つくば実証拠点は，東日本大震災の彩

画的かつ安定的な生産が可能な 「植物工場Jの普及はl時 響で工事が遅れ，平成 23年 5月に竣工したつくば農林団

機を得たものである 地内の中央炭業総合研究センターの本部地区の一角に建設

j長捌機構は，農林水産省平成 21年度補正予算 11直物 された刺高 5.1m. 63 m X 40.5日1の太陽光利用型植物工

工場普及 ・拡大総合対策事業(1)モデルハウス型植物工場 場であるつくば実証拠点は，つくば市の建築硲認を受けた

実証・展示・州修事業Jに採択された全国では.炭研機 “建築物"として建設されたため，施設は農地以外のどん

一 農研機構植物工場つくば実証拠点山ウト
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Fig.l J.Ht研機構植物工場つくば実証拠点のレイアウト

Facilities ancl equipment at the NARO Tsukuba plant factolγ 
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な場所でも建設可能な構造物となっている つまり.消防法に

も適応するため燃えにくい素材を使用している また，fJなど

は通常'のハウスより太いが(最大 25x 12.5 cmの H銅)，カ

ーテンをトラスの聞に収納するなどの工夫をし屋根にはフッ

素系梨地フィルム (エフクリーンナジジ，AGCク、リーンテック主|

製 )を用いることで、ハウス内が均等に明るくなるように努めた

Fig.1が平面閃であり。栽培而積としては約 2000nlとな

る主な設備として，入り口にエアシャワー， 栽培ハウス入り口

に自動ドアを備え，手?虫の進入などを阻止している，i\HiiH~ß.iに

は。保i令庫， 選果機，コに型乾燥機 (調査用)，簡易事務室

が市mえられているまた準備椋績には品質解析棟を設問し

1:1-1にはスタッフルーム守実験室を整備したそこには，培養液

や生産物を分析するために，ICP発光分析装置，分光光JJt

1¥1，精度言1-，顕微鋭などの機器を整備した

育i1'1装置として閉鎖型的育前システム (苗テラス，MKVド

リーム (株))を備え 内部の一部にはスタンレー電気提供の

LEDパネルが装備されている 育liltl室は北1l!ijと南側の 2部

屋あり，双方にカーテン，制11務冷房，ヒートポンプ，ガスi/;U!IT¥I暖

房機を装備したまた布li光装置として北11!1Jにはメタルハライド

ランプ目南側にLED*iIi光装置を導入した

内部は小さな灰田に仕切られ，約 200111
2の 6区jilTjと約

400 m'の 2区画の栽培室があるそれぞれの栽培室は独立

つくば実証拠点(野菜茶業研究所)
拠点全体の統括野菜研究調整監

事務局植物工場コーディネータ(上席研究員)

して環境iljlJ倒l可能となっているのが。 つくば実詰|拠点の特徴

である 主に南側には刻11務冷房や C02施)IJ装置等を装備し

ており.11本における多収を目指した環境ililJi却を調査してい

る 一方，北側はその対照区として使用している.阿部屋の

生育や収訟を比較することで¥多収技術の効果を科学的に

実証することが可能となる.特筆すべきは，次 111代型のユビキ

タス lJr1fJ'~iIJり lMIシステムを全而I'I~に導入して， 統合環境制御の

効栄を実証している点にある 2) このシステムは，¥lilJlaJl方法に

関する規則がオープンであり，情報収集が科易なシステムであ

り， 具体MJには LANによる情報通信を利用して環境制御を

行ったり.フラウサ、で、ハウス内を監視したり.スマートホンでハ

ウスの竹・Jll'，を実施している.

つくば実証拠点のもうひとつの特徴として.太防光蓄熱施

設を設i位している点にある.この施設内で泊められたi.1fu水を

水熱源川のヒートポンプを利)+Jすることで暖房の補助熱源とし

て使用する.これにより低炭素担の省エネ技術栽培 システム

の開発を!三|指している

3 コンソー シア ム{本能リ

つくば実証拠点には Fig，2に示すように，① トマト長期多

段栽培コンソーシアム，② トマト低段栽培コンソーシアム， ③ノT

・コンソーシアム運営(実証・調整)野菜生産技術研究領域施設野菜生産技術研究グループ

・セミナー・研修・マスコミ対応野菜研究調整監、業務推進室

-アド、パイザ一野菜生産技術領域長，野菜育種ゲノム領域長

コンソーシアムTト1(トマト中長期)

-リーダー機関タキイ種首・オーガナイザ一 野菜茶業研究所 上席研究員
圃参画機関・有光工業(株)， イオン7ゲ')創造(株)， (株)サンホー7，CKD(株)， スプレーインゲシλテムλシ.ヤハツ(株)，(株)

大仙， 東海物産(株)，A?ンレー電気(株)，λ子うグリーン(株)。イソゲ口銭材(株)，三洋電機産機以子ム(株)， 因遺工

業(株)

コンソーシアムTl-2(トマト低段)

-リーダータキイ稜苗-オーガナイザ一野菜茶業研究所 上席研究員
・参画機関 有光工業(株)，イオンアゲリ創造(株:)， (株)サンホープ，CKD(株)， λ7'1.，-インゲシステムスシ.ヤハツ(株)， (株)大

仙，東海物産(株)， λ9ンレー電気(株)， λテラグリーン(株)

fコンソーシアムTl-3(パプリ力) “ 一一一 i 

-リーダー カネコ種苗・オーガナイザ一野菜茶業研究所 主任研究員 i 
- 参画機関 有光工業(株) イオンサー リ官iI造CI~， ) ，大塚ifリテクI(株)ー(株)サバー7 日本ヂ1ft/子CI末).東海物産i
(株) I 

コンソーシアムTl-4(キュウリ)
・リーダー カネコ種苗・オーガナイザ一野菜茶業研究所主任研究員

・参画機関有光工業(株)， イオンアゲリ創造(株)，大塚7ゲ')テヲI(株)， (株)サンホー7"，東海物産(株)，ネポン(株)句

埼玉県農林総合研究センヲー

Fig.2 コンソーシアム運営体制の概要

Consortiums at the NARO Tsukuba plant factory 
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プリカコンソーシアム.④キュウリコンソーシアムの4つのコンソ 州修を実施した ①イチゴ‘の移動ベンチ.②イチゴ収穫ロボッ

ーシアムが設世されているトマトの阿コンソーシアムはタキイ ト ③トマト消来ロホ‘ツト(ホルモン散布ロボット).③トマト日111.

H!.ï'i'i がリーダ一機関となりι 養 ìf~栽培での低段栽;倍長期多 りロボ、ノトの実Wrし 実際の植物工場内で示)成した

段状栴に向いたJ品種の選定を実施しているパブリカ.キュウ 第 31ι|は。201151ゴ 12tJ 8 1]にキュウリについて実施した

リはカネコfifii'l'iがリーダー償問となり。 それぞれ養液栽培て、の ①i奇玉県で開発された誘引器具を使)+Jした省力「ゆな誘引ブJ

多J[!{技術の伴立を目指している 4コン、ノーシアム全体で 17 比 ②キュウリの養液栽培による多収化技術，③収1，l1:fI1成要

機関 (民1111会社 15社.公的機関 2機以上 2012年 4月現在 ) 素による摘心栽培とつる下ろし栽培技術の解析をテーマに

が参加しそれそ、れ持ち寄った技術について個別および総合 今後の多収に向けた講演が実施されるとともに.植物工場で

的な笑NiJに取り組んで、いる (Fig.2) のキュウリ~I: j)'(:~こ I Í:iJけた柑| 修を行った

第 4凹として.2012 {I: 1月161二lにパプリカについて笑胞し

4 研修会，実習，見学 たわが国はパプリカの輸入の多くを1常国から行っているが

①その料|ヨ!における生産の現状とjl命出を行うに当たって笑施

笑習は111業者大学校 (2012年 3月をもって防 止)と協力 してきた取り組み.② 日本でのパフ。リカの生産動向と公的研

し民主i大生を受け入れる形式で、行ったそれ以外にも，希 究機|立lの研究動向. ①県 I )~の大規模施設でのパプリカ生崖

望に比、じて技術前習生として，民!日lや公設場所から短期。長 者の多収生産に対するrr'Zり術lみとIlilJ1IT点について.ni¥):utfが

JDJにわたり受け入れている.また，基本山Jに'!Ii:iill木II¥W日を一 実施された。わが国のパプリカ生産をどのように発展させるか

般見学日として設定している (Fig.3). 2012年 6月29EIから について:色、見交換がなされた

見~7: をIlfJ IJfiしこれまで、1695名の見学があり(2012年 3月 これらの川修会.実習守見学の申し込みなどは守野茶茶業

161IUil'r.初r-I約 10名の見学者)。植物工場事業への|立l 研究所のホームページから行うことが可能である(最後に示

心の百五さが{百jえる す連絡先 ) . 1立j心のある方は是~ I二 申込みいただきたい

研修会は 2011年 9月121]にトマトについて第 11illを行っ

た約 130:t，の参加があり，①養液栽培に向けたJill種開発 5 現在までの栽培実証概要と今後の展開

'])ft~段状桝でのi印税íJ支 トマ ト生産. ③高ili ll 対策技術。 ④スト

レスで、のトマトのよI!:実内の成分の変動守⑤高糖度化のメカニ 2011年 6)-Jから研究員 3名と主に|習|場管山業務を担当

ズムについて対j:?r討を実施した設波紋j有向けlEII有!の開発が する業務科 14"，のやj'I!iljで.植物工場での栽:L{'，にずiTーしたI

必~:であること 収量と食l床が基本であるが， 今後は多様化 この事業の特徴であるが 内部で実証する機協なとは各コン

する主|会にI"Jけ標準化が進みつつある抗般化fjtの評価法で、 ソーシアムで、調達することになっているため，内部の装間など

ある ORAC他等.についても重姿になることが議論さている. の整備をしつつ栽塙を進めた.また 2011年の夏JUJは炭災に

2却01口15作1下7 1日1月24.2お5日には5第存 21阿可として三重l県与県Lの他物工 よるi彩i彩診開平響1主iで，i節:ii市i口1屯が!厳殺しく求められていたこともあり.9)川jまで

j場易拠jλ‘J止!

Fig.3 見学会の徹子

A tour 01 the plant factory 
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るにf惚[目fめた.

その ~I~'i 封t キュウリて、は剤[尚喜冷房の使川により，途 ' -1"で発

生したうどんこ病も堕延することなく.2011 5ド10)Jに第 1刊

を終了した収却はれj12.5 t/10 aに迷しこのペースで年 3

作栽培できれば30t/lOaの収量目棋を達成できる状川にある

(Fig.4) 

トマト低段栽IfIにはJf!:i1fj物産製の NFTシステムを1+1~、てい

る 2011l，r8月に定植し 10月から収穫がIlFJMiした 2011年

の夏季はt:jiJl¥tであり。トマトにとっては過酷な条件であった。

ベストの栽培とは百えなかったが.10月末まてi主情を行い第

3果房まで収穫を完了した 収量は日棋である 50トン/10a

の迷成に向けて鋭意改良する，現在。pHf!!l1のハウスでの[1el" 

のキ|日霧冷房とヒートポンプによる夜冷の効果について解析中

であり 。 今後ir~，; Jwマニュアル等として桧叫する予?とである

2011 5f 10 )-Jにはトマト長期多段栽崎とパプリカのたHf(.同
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Fig.4 多収実証栽椛の様子

Demonstration o[ high yielcl of cucumber. 

年 11月にトマト低段栽培 2作日とキュウリ2作|三|の定1直を実

施しようやく全而的な栽培試験が開始されたtl(i}~にある。オ

ランダで実践される多収技術等 3)を取り入れて，日本のJJf{境

における多収生産体系の術築を目指す

本事業では.栽培笑証と研修をメインにおきながらも。そこ

から符られる実際的な問題に取り組んでいる.すなわち技術

の改善に資する研究も並行して実施されている 1端境制御l

学 作業機械学.栽培生理学，育種学，植物病理p学主主

様々な専門主11識を生かして杭lfir的にfリ|先を災施しているこ

れはいわゆるトランスデイシプリナリーのivl究 1)の実践でもあ

り， 今後。このような取り組みから.1-1本のハウス|主|芸ひいては

LI木の成立たにイノベーションをもたらす成米がf:1j成されると)!JJ

t守している

連絡先

〒305-8666 茨城県つくば市観育台 3ー]-1

(中央成業総合iiJI究センター11')) 

5 

野菜1iS業研究所:itTilii管J!i!古1¥業務推進室運営チーム

(つくば)

E-mail: info_pflsukuba@llll.affrc.go.jp 

植物工場拠点リーダー 111野IljJ正

Tel:029-838-8878 

摘要

良川被t!liW(~勿 : 1)必つくば笑証拠点の技術 IJf.J 発の特徴は

3つの主要ターケ‘ツトにある (1)養液栽培に適した川種の許

佃l トマト，キュウ1).パプリカの養ifl[栽培における多収性の検

証。 (2) 低炭号、型の ~':j 1.立環境tIiりf向lシステムのIJ:'J発次 111:代

~Jのユヒ、キタス JJf1 :fJ~ í!日Jf;向l システム (UECS) を全而「ゆに導入し

統合環境iljlJ1JIIの効米を笑日iE，(3)作業環境の快適・ |主|動化

と高度情報利JTJ:作業者の快適性の保保や向動搬送システ

ム等による作業の合J_lli化を追求し.作物情nt竹業者'1'1';!~:I i 

の利用技術をIJ日発

これらをIJfJ発ターゲッ卜として，J~f本的には 4 つのコンソーシ

アムが連常されている養液栽培適応l日!種によるトマト'11長

期栽活(コンソーシアム 1)および，極半生品種を利用したトマ

ト低段後植周年多 1m転栽情(コンソーシアム 2) は，タキイ干~T!

商(株)をリーダー機関として運常されているパプリカの多

収 ・減農薬生産 (コンソーシアム 3)，キュウリ多回転松j干?に

おけるJJr~:t5iに1~しい低コスト多収生産(コンソーシアム 4) は，

カネコ種目i(株)をリーダー機関として運営されている.これ

らのターゲソ卜と実総体HjlJにより.植物工場を含めた11本のグリ

ンハウスイノベーションに取り組んて、し、る
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