
  
  植物工場技術の研究・開発および実証・展示・教育拠点(9)

  誌名 植物環境工学
ISSN 18802028
著者名 野末,雅之

野末,はつみ
宇佐美,久尚
高橋,伸英
田口,悟朗
梶浦,善太

発行元 日本植物工場学会
巻/号 25巻2号
掲載ページ p. 65-69
発行年月 2013年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



植物環境工学 (J.SHITA)25(2):65-69. 2013. 

植物工場技術の研究・開発および、実証・展示・教育拠点

(9)信州大学

野末雅之 1.2・野末はつみ 1.宇佐美久尚1.3・高橋伸英 1，3・田口惜朗1.2・梶浦善太1.2 

1信州大学先進植物工場研究教育センター (SU-PLAF) 386-8567 長野県上田市常国 3-15-1

2信州大学繊維学部応用生物科学系 386-8567 長野県上田市常田 3-15-1

3信州大学繊維学部化学・材料系 386-8567 長野県上田市常国 3-15-1

Research Centers for Intelligent Plant Production Systems in Japan 

(9) Shinshu University 

Masayuki NOZUE1. 2， Hatsumi NOZUE1， Hisanao USAMI1. 3， Nobuhide TAKAHASHI1. 3， 

Goro TAGUCHI1. 2 and Zenta KAJIURA1. 2 

65 

lResearch Center lor Advanced Plant Factory (SU-PLAF)， Shinshu University， 3-15-1 Tokida， Ueda， Nagano 386-8567， Japan 

2Division 01 Applied Biology， Faculty 01 Textile Science and Technology， Shinshu University， 

3-15-1 Tokida， Ueda， Nagano 386-856穴Japan
3Division olChemistry and Materials， Faculty 01 Textile Science and Technology， Shinshu University， 

3-15-1 Tokida， Ueda， Nagano 386-856又Japan

Abstract 

The Research Center for Advanced Plant Factory (SU-PLAF) was set up at the Ueda 
campus in Shinshu University for promotion of research and development on the basic 
technologies in plant factories supported by the Ministry of Economy， Trade and Industry 
(METI). Core projects promoted at SU-PLAF are development of energy-saving systems 
for plant cultivation and analyses on the characteristic features of plants that are grow-
ing in artificial environments. The container plant factory is used as a model for closed 
plant factories， because of its hermetic environment and mobility. Energy-saving lighting 
instrument equipped with a sunlight collecting and introduction system， and an all year 
round production system of wasabi nursery plants are introduced. SU-PLAF also promotes 
the collaboration with many companies and provides active support for human resources 
development 

Keywords: container plant factory， energy saving vegetable cultivation system， sunlight/ 
LED hybrid lighting system， SU-PLAF， wasabi (Wasabia japonica) 
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はじめに

2009年 4月に公表された農商工連携研究会「植物工

場ワーキンググループ報告書J(農商工連携研究会植物工

場ワーキンググループ報告書の公表について， h此p://www.

meti.go.jp/press/20090424004/20090424004.html， 2013 
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年3月5日)にもとづき，植物工場の拡大，生産コストの縮減 に資することである.また，基盤技術の研究開発以外にも，
を目指して，経済産業省および農林水産省による国の支援が 関東甲信越地域を中心とした植物工場関連企業・事業者等
展開された.そして，経済産業省の植物工場基盤技術の研 への支援，植物工場の普及・拡大に向けた研究会開催，特
究開発を主眼とした「先進植物工場施設整備費補助金事 に若い次世代の人材育成等の事業にも取組んでいる (Fig.
業」により，全国 8箇所に植物工場基盤技術研究拠点、が整 1). 
備された.

そのーっとして.2011年 6月，信州大学上回キャンパス SU-PLAFの概要
(信州大学繊維学部，長野県上田市)に「信州大学先進

植物工場研究教育センター(略称 SU-PLAF)Jが開設され 1. SU-PLAFの構成と設備
た.信州大学では，完全制御(閉鎖)型植物工場の研究開 SU-PLAFは，["機器および制御システム研究開発J，["植
発，特に「冷凍コンテナを用いた自立的完全制御型植物工 物栽培技術研究開発」および 「人材育成」の 3部門から
場における先進的野菜栽培システムの構築」を目指して，本 構成され，植物工場事業への取組みが行われている.
事業がスタートした 1.2) その特徴は.太陽光を利用した自立 SU-PLAF施設(延べ床面積 798m2，鉄骨造.地上2階
的閉鎖型植物工場の開発である本稿では， SU-PLAFの事 建)は，隣接して設置された 40ftコンテナ植物工場とともに，
業目的，概要，研究開発.人材育成等の事業内容について 信州大学上回キャンパス(長野県上田市常田 3-15-1)に関
紹介する 設された (Fig.2).

1階には.植物の生育環境を制御し最適な栽培法の開発
SU-PLAFの事業 目的 や植物の生育状態の評価を行う植物育成室および恒温恒湿

室がある.また.栽培システムの開発に必要な光学的解析装
SU-PLAFの事業は.工学系と生物・農学系の教員から構 置や顕微鏡システム，光合成活性測定装置等を備えた機器

成され農工連携が古くから行われてきた歴史を持つ繊維学 開発室と植物の機能性成分の測定・解析を行う成分分析室
部が中心となり，他学部の協力を得ながら進められている. とがある.恒温恒湿室および育成室には，光質，光立および
本事業の目的は.コンテナ植物工場における省エネルギー栽 日長条件を制御出来る各種 LED照明装置，温・湿度およ
培システムの開発，企業等との共同研究を通して，完全制御 びC02波度を制御できる各種植物育成装置や水耕栽培装
型植物工場の課題解決に貢献し植物工場の普及・拡大 置が整備されている (Fig.3) また，閉鎖型植物工場で太陽

支援・連携
+総合技術系高校における植物工場力リキュラム支援
。長野県安曇野地域ワサビ生産支援

! (( 信州大学 、j 
: 11 先進植物工場研究教育セン告ー
: 11 (SU-PLA円
i 11 ・機器・制御システム開発部門
J 11 ・植物毅培技術開発部門
! II ・人材育成部門

i I コンテナ棚工掴 | 
i く者エ制レギー輩培ンス手ムの聞尭> : 

i 信州大学上回キャンパス(長野県上田市) : 

次世代アグリ子ヲノ産業化コミュニティー(アグリティー)
お先端技術研修・セミナー
認技術指導・相談・植物工場情報の提供
総企業個別面談
認植物工場・研究施設見学
3!各種展示会の案内共同出展

一般、社会人、企業者向け研究会の開催
@次世代アグリイノベーション研究会(2012)
①次世代アグリ子クノ研究会 11(2011)

①次世代アグリテクノ研究会 1(2010)
〈公益財団法人長野県テヴノ財団との共催〉

Fig.l 信州大学先進植物工場研究教育センター (SU-PLAF)の事業概要
Project outIine of Shinshu University Research Center for Advanced Plant Factory SU-PLAF 
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Fig. 2 SU-PLAFとコンテナ植物工場

SU-PLAF and container plant factorγ 

光を利用するための装置開発を目的として， SU-PLAF屋上

に太陽光を集光し光ファイノtーにより太陽光を導光するシステ

ムが設置されている.

2階には，植物工場の基盤技術や植物栽培システムを開

発する企業のためのレンタルラボが4室と共同研究室が2室

整備されている.現在，複数の入居企業により共同研究や情

報交換を通して，植物工場技術の開発が進行している.

2. SU-PLAFの研究開発課題

SU-PLAFでは閉鎖型植物工場の抱える課題の把握に努

め，主として次の各研究課題に取組んでいるー

①高断熱・高気密性を備えたコンテナ植物工場を用いた省

エネルギー栽培に関する研究

-栽培時におけるエネルギー収支の把握

-栽培用照明としての太陽光利用の促進

-工場等から排出された C02の有効利用方法，低コスト

C02供給方法の検討

-省エネルギー栽培用各種システムの開発

②閉鎖型植物工場における植物育成の特徴および生産物の

特性に関する研究

-人工的光環境に対する植物の馴化と生育

.人工光下での C02施肥効果

-養液コントロールと生育

-多変量解析による生育環境と成分の相関性の把握

③閉鎖型植物工場を用いた生産品目の拡大

④工業・農業高校との連携による地域密着型の課題発掘と

解決

コンテナ植物工場の特徴は，①高断熱・高気密閉鎖系に

よる節水栽培，効率的 C02施肥，準無菌的栽培が可能なコ

ンパクトな栽培空間，②植物工場装備ごとの移動，設置が可

能なことであるこれらの特徴を活かした取組みを 2例紹介

する.その成果は，コンテナ植物工場以外の完全制御型植

物工場にも十分に当てはまるものと考えられる

(1)太陽光/LEDハイブリッド照明システムの開発

自然エネルギーを利用した省エネルギー栽培システムの開

発は，今後の植物工場の展開になくてはならないものになりつ

つある.現在の植物工場は太陽光利用型と完全制御型(人

工光型)の 2つのタイプに分類されている.前者では，太陽

の十分な光量が利用できるが季節や天候に左右されるため

生育環境の制御が容易ではないー一方，後者では安定した

生育環境の制御が可能だが，高コストが問題となる両タイ

プの植物工場の融合により，それぞれのテ、メ1)')トが克服され

Fig. 3 SU-PLAFの成分分析室，機器開発室および植物育成室

Equipment located at laboratories on the 1 sl floor of SU-PLAF 
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Fig.4 太陽光集光装置とソーラーパネルを搭載したコンテ
ナ植物工場

Container plant factory equipped wi出 sunlight-{;oncentrating
devices and solar panels 

光量記録
LED点灯指令 補光用LED制御

@ 目標の光量の不足分をRG日三原色LED照明により補光
@栽培メニュー(PCにプログラム)にしたがって自動栽培運転

Fig.5 太陽光/LEDハイフVッド照明システムの概略
Outline of sunlight/LED hybrid Iighting system 

た新しいタイプの植物工場の出現が望まれる SU-PlAFで

は，太陽光を利用した新たなタイプの閉鎖型植物工場を目指

し，コンテナ植物工場を用いて太陽光と LEDとのハイブ勺jット

照明システムの開発を進めている (Fig.4.5).このシステムで

は，集光した太陽光を光ファイバーで植物工場内に導光し

予め設定された目標値の光量に不足する分を LED補光す

る.太陽光を植物栽培用の照明として，またコンテナ植物工

場屋根に設置したソーラーパネルでの太陽光発電を空調用

電力に利用することで，消費電力削減効果の実証を行ってい
る3)

(2)ワサビ苗周年 ・計画生産システムの開発

ワサビ (Wasabiajaponica)の需要は増加しているが，そ

の国内生産量は減少傾向にある.ワサビ苗を周年・計画生

産し安定供給することができれば，ワサビ収穫量の安定的

増収に果たす役割は大きい.ワサビ栽培の多くは，襟高が高

い中山間地で行われている.気候温暖化に伴う夏季の高温

により，現在，ワサビ苗の周年生産は困難な状況にある.ま

た年関を通じて定植苗の高い活着率を維持するためには，

ワサビ田に隣接した苗生産が望ましい.SU-PlAFでは，この

ような現状を踏まえ，コンテナ植物工場の特徴を生かした閉

鎖環境下でのワサビ育苗システムの開発を進めている (Fig

6). 

SU-PLAFにおける人材 育成

SU-PlAFでは，植物工場に関連する先進技術を広く普及

するため，長野県を中心とする近隣あるいは広域の企業等と

の産学連携を積極的に進めている.

SU-PlAFのレンタルラボシステムを活用した企業との共同

研究，技術相談や先端技術研修等の植物工場に関わる幅

広い情報提供を目的とした次世代アグリテクノ産業化コミュニ

ティー(略称，アグリティー).公益財団法人長野県テクノ財

団との共催による次世代アグリテクノ;研究会開催などである.

一方，日本の農業は，後継者不足，高齢化という深刻な将来

に対する課題を抱えている.SU-PlAFでは，地域の農・工

Fig.6 閉鎖環境下で育苗したワサピ苗とワサビ回での定植試験
Wasabi nurseηT plants under closed environment and settled planting in wasabi field 
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業系高校の植物工場カリキュラム支援等の教育連携を通し

て，次世代の日本農業を担う若い世代に対する人材育成に

ついても取組んで、し、る.

連絡先

信州大学先進植物工場研究教育センター (SU-PLAF)

干386-8567

長野県上田市常国 3-15-1

国立大学法人信州大学繊維学部(上回キャンパス)

TeI: 0268-21-5383 

Fax:0268-21-5384 

E-mail s叩U叩pがIaf@shi泊nsぬhu仕l-U.3武c.j

HP:市htt即p:ゴ/h刊 W.s.剥凶nshu-u.a吋p/βf応u叫tl勾勿r/t缶E姐les邸s/p凶1釦ぜ配ωlYγr/
担当:~坂友口知子

摘要

本総説では，信州大学における植物工場の研究拠点の概

要を示した.信州大学先進植物工場研究教育センター (SU-

PLAF)の開設の経緯，事業目的と事業内容，特に研究発課

題と人材育成への取組みについて紹介した.SU-PLAFの特

徴は，コンテナ植物工場での省エネルギー栽培システムの開

発を通して，閉鎖型植物工場の課題解決に取組んで、いること

である.なお.SU-PLAFの問合せ連絡先についても示してい

る.
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