
                                     The 16th PSE Workshop’13 
 

植物工場における植物生育状態把握のためのPSEシステム 
 

A PSE SYSTEM FOR GRASP OF PLANT GROWING STATUS IN PLANT FACTORY 

 
宇佐見 仁英１）, 眞鍋保彦 2), 川田重夫 3) 

Hitohide Usami, Yasuhiko Manabe and Shigeo Kawata 
 

1) 玉川大学 学術研究所 (〒194-8610 東京都町田市玉川学園 6-1-1 usami@lab.tamagawa.ac.jp) 
2) 沼津高専 電気電子工学科 (〒410-8501 静岡県沼津市大岡 3600, manaba@numazu-ct.ac.jp) 

3) 宇都宮大学大学院 工学研究科（〒321-8585 栃木県宇都宮市陽東 7-1-2, kwt@cc.utsunomiya-u.ac.jp） 
 

Recently, plant factory for crop production comes to a front of new Japanese industries. Plant factory 

has several advantages compared with typical outdoor cultivation. The most important advantage is 

optimizing control of the plant growth environment in the closed type plant factory. Key technologies of 

the optimized plant growth are correctly monitoring of the plant growth and appropriate sensing of the 

plant cultivation environment. Our plant growth monitoring system works as an intelligent problem 

solving environment, based on information and communication technology (ICT) and plant science 

technology. The plant growth status is perceived by the plant science on the plant growth data. The 

cultivation environment data are easy to obtain by a sensor system, but the plant growth data are difficult 

to obtain using an image sensor system, because it contains complexity and uncertainty essentially.  
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1. はじめに 

我が国の産業構造の転換，特に農業生産に関する早急

な変革が求められている．なかでも未来型農業生産とし

て期待されているのが植物工場である．植物工場は，栽

培環境を人工的に管理した栽培システムであり，天候等

の自然界の影響を受けずに高付加価値作物（無農薬の新

鮮野菜等）を安定的に供給できるのが 大の利点である．

今後，急速な普及が期待されている閉鎖型植物工場では，

初期設備費用に加え人工環境を維持するための電力コス

ト等が高いのが現状であり，露地物と比べてコスト面で

の課題がある．中長期的な視点に立てば，葉菜類・果菜

類を中心に安心・安全な食物供給の有力な手段であり，

先進国における新しい都市型農業として発展していく可

能性が高い．特に，光環境制御によるポリフェノール等

の有効成分を増やした健康野菜や遺伝子組み換え技術を

活用したワクチン等の薬の製造など高付加価値な生産物

を大量・高品質・安定的に製造することができる． 

我が国における植物工場の現状は，植物工場の先進国

オランダに比べいまだ大幅に下回っており，生産性の向

上が急務となっている．また，電力コストのウェイトの

高い光環境に対しては，日本の得意分野である発光ダイ

オード（LED）を大幅に取り入れることにより，コストダ

ウンの余地を残している．LED技術の進歩は著しく，エネ

ルギー効率，価格面で優れたものが研究開発され，近い

将来，世の中の照明が全面的にこの手の半導体技術をベ

ースとした照明器具に置き換わるものと思われる．特に，

LEDの得意な赤色，青色等は，植物の光感受特性を考慮し

た人工環境に適しており，高効率な生産システムとなる

可能性がある．このようなLED環境下での植物生産性の向

上には，光特性を考慮した植物生産手法の確立が急務と

なっている．玉川大学1)の商業ベースの新植物工場｢Sci 

Tech Farm TN Produce｣(TN：TAMAGAWA–NISHIMATSU)と食

堂（KEYAKI）の外観を図１に示す． 

図１ 玉川大学の新植物工場（前方）と食堂（後方） 

図１の前方の白い建屋がオートメーションの新植物工

場である．この施設は，太陽光発電システムを備えた倉

庫型２階建の建屋（延床面積：約900平米）である．リー

フレタスやハーブ類を日産3,900株栽培可能な規模のも

のであり，商業ベースでの実証評価を目的としている．  

本論では，このような背景を踏まえて，植物の生育状



況を非破壊で科学的に計測するとともに，植物の生育モ

デルをベースとした生育環境の 適化のための知的問題

解決環境（IPSE）2)の適用について述べる． 

 

2．植物工場での植物栽培工程 

植物工場での植物栽培は，一般的な圃場での植物栽培

とかなり異なっている．特に完全閉鎖型植物工場では，

水耕栽培が基本となっているため播種（種まき）から育

苗，栽培法も屋外の圃場での栽培と異なっている．植物

工場におけるレタス栽培を事例とした典型的な栽培工程

を以下に示す． 
2.1 栽培工程 

(1) 播種（種まき） 

 レタスの種子を十分に吸水させた4×4×4 cm角のロッ

クウール に播種する．種子には上下があり，上下を見極

めてロックウールセンター付近の溝の中の特定な深さの

位置にセットする必要がある．現在，ロボット化の検討

中であるが，小さな種のハンドリング，種の上下判定等，

課題も多い． 

(2) 発芽 

 数日すると双葉が出て発芽する．しっかりした根張り

が出来ていれば，まっすぐと立ったしっかりとした苗と

なる．しかしながら播種が適切でないと，地上部が曲が

ってきたりする．優良な苗を選抜する場合もあり，画像

処理による不良品判定ロボットも検討中である． 

(3) 育苗 

 根が十分に成長し，栽培装置にかけても養液吸収が可

能となるまで一定期間人工的な環境下で育成させる． 

(4) 定植 

 十分成長した苗を栽培装置にかけるために育苗プレー

トから栽培プレートに植え替える．育苗時には個体サイ

ズが小さいので密植栽培が可能であるが，栽培プレート

では収穫時の成長した個体サイズを考慮して祖な栽培プ

レートに植え替える必要がある．植え替えられた栽培プ

レートは，プレート単位で栽培装置にセットされる．現

在，定植ロボットを検討中であるが，根を傷つけないで

小さな穴に通す必要があり，人間でも熟練度を要する作

業であり検討が進んでいないのが現状である．栽培プレ

ートに定植された苗は，栽培装置まで自動搬送ロボット

によって運ばれ，栽培装置にセットされる． 

(5) 栽培 

 閉鎖型植物工場では，建物内で全ての環境を制御する

形で植物の栽培が行われる．殆どの閉鎖型植物工場では，

土を使わないで，植物の根を水に浸す方法で行う水耕栽

培方式を取り入れている．環境を制御することで，露地

物に比べて数倍の促成栽培が可能となっている．特に，

オランダでは，ITC技術を駆使して我が国より遥かに高い

生産性を上げている．栽培環境によりチップバーンとい

う生理障害が発生する場合があり，それらの早期発見，

早期対応のためには画像処理，植物モニタリング技術な

どの開発が必要となる． 

(6) 収穫 

 いわゆる取り入れ作業で，栽培装置から自動的に収穫

作業室までプレート単位で搬送されてくる．ここでは，

根切り，ロックウールの除去処理をする．現在，ロボッ

ト化の検討中である． 

(7) 出荷 

 黄化葉の削除，重量不足株等の検査をした後，袋詰め

して出荷用冷蔵倉庫に保管する． 

2.2 栽培装置 

玉川大学の新植物工場 LED 農園の栽培装置全体概要図

を図２に示す．定植された栽培プレートが自動搬送され，

ロボットによってそれぞれの栽培棚にセットされる．栽

培プレートは黒矢印の方向に移動しながら植物が成長す

る．収穫可能なサイズまで成長すると自動取り出しロボ

ットが栽培プレートを棚から取り出し，収穫室まで自動

搬送する． 

図２ LED農園の栽培装置全体概要図 

 

3．科学的根拠に基づく植物栽培 

植物工場における科学的根拠に基づく栽培(EBPC : 

Evidence Based Plant Cultivation) 2)での 大のポイントは，

植物の生育，および健康管理であり，それに対応した

適な環境制御にある．人間では，体温，脈拍，脳波等の

測定により，かなりの確度で健康状態を把握することが

出来る．昨今では，科学的根拠に基づく健康管理(EBH : 

Evidence Based Healthcare)という考え方による健康管理

が始まっている．一方，植物は，検診による健康管理と

いう概念が無く，健康状態を適切に把握するための方法

論も確立されていない．現実的には，人間の勘と経験に

頼った植物栽培となっている．植物工場では，均一で高

品質な植物生産を実現するために，高度な科学的根拠に

基づく植物栽培に転換しなければならない．特に，植物

栽培においては，日々の健康状態の管理だけではなく，

植物の生長段階での生長度合いの管理も重要となる．科

学的に生長状態を把握するには， 先端の植物科学

(Plant Science)をベースとした方法の確立がポイント

となる．このような科学的根拠に基づく植物栽培を基本

とした植物工場とする必要がある． 



4. 植物の生長モデル 

植物工場では，従来の人間の勘と経験に頼った圃場で

の作物栽培法から，工場生産としての均一で高品質な勘

に頼らない作物生産法を実現しなければならない．工場

内の温度，湿度，光強度，液肥の養分状態等の物理的な

環境は，それぞれのセンサーを活用することにより，デ

ジタルな数字として容易に把握することができる．しか

しながら，作物の生育状態，健康状態を観察しその状態

に応じた 適制御をするのは難しい．特に，生育状態を

非接触で数値として的確に捉えるのが難しく，自動化さ

れていないのが現状である．ここでは，植物科学をベー

スとした植物のモデリング技術による生育状態の把握の

ためのPSEシステムについて述べる．  
3.1 植物のモデル化技術 

植物工場の知能化の 大のポイントは，作物の生育状

態の把握，チップバーン等の生理障害等の早期発見と対

応にあると言える．カメラ画像からの植物形状を計測し

て生育状況を把握するのは，植物が複雑な形状をしてい

るので極めて難しい問題である．一つの解決方法として，

植物の生育モデルと実際のカメラ画像を比較することに

より，ある程度正確な生育状況を推測できると考えてい

る．そのための生長計測をするための植物の生長モデル

として，比較的簡単に入手できる，あるいはWeb上でモデ

ルが公開されているngPlant3), PlantStudio4), xFrog5)に

ついて調査した．実際のタバコと各モデルでの表現結果

を図３に示す．xFlagは，タバコのモデルがWebで公開さ

れていたのでそれを用いた．ngPlant, PlantStudioでは，

タバコの様な極めて単純なモデルの場合は簡単に作成で

き，それぞれのツールでの可視化まで可能である．しか

しながらPlant Scienceで用いるモデルは，植物の生理学

的所見に則って，光，CO2濃度，養液などの生育環境を取

り込んだ植物の生長モデルが重要となる．これら多くの

モデリングツールは，景観シミュレーション等のための

もの見栄えを中心としたものである．生育のモデリング

分野は，FSPM(Functional Structural Plant Models)6)

と呼ばれ，国際会議等で活発に議論がなされている分野

である． 

図３ 実際のタバコと各モデルでの表現 

3.2 植物の 3 次元 CG モデル 

 いずれのモデルにしてもきめ細かなパラメータ設定が

難しく，独自の植物 3 次元モデルの検討が必要である．

そこで，みるみる身につく C 言語(寺元他)7)の Tree をベ

ースに単純な形状のタバコのモデル化を試みた．タバコ

の CG モデル化では，9回の葉発生， 葉序発生角度は 150

度，発生毎に葉のサイズを 0.9 倍，同様に節間も 0.9 倍

とした．光源，カメラとも真上とした時の CG 画像を図４

の左，光源を 45 度右下方向にセットしたときの CG 画像

を図４の右に示す．左図では，葉序発生角度は 150 度で

葉の重なりがなく，適切な角度と思われるが，対象性が

なく少し不均一な形状となった．右図では，影により葉

の発生順序等が良く観察できた． 

 
図４ タバコの３次元CGモデル（左：光源・カメラ 

とも真上，右：光源を右下45度方向） 

3.3 植物の自己組織化モデル
8) 

  生物は，本来，自己組織化の観点からもう少し均一な

形状をしている可能性もあり，自己組織化モデルの観点

からの検討が必要となる．植物における自己組織化のプ

ロセスは，外部環境の認識，情報伝達，分裂，伸長，分

化という諸現象に分解できるが，基本は根や茎などの軸

が単純な形で分枝し複雑な形態形成を成していると言わ

れている．特に，植物は成長する領域が限られており，

根や茎の軸の先端部にあると言われている．ここを頂点

分裂組織と呼び，ここで分裂した新しい細胞が伸長・分

化して，次々と器官を形成していくことになる．  

3.4 葉序発生機構 

茎頂部での葉の発生機構が葉序を決める重要な組織で

あり，光合成能力を含めて植物の生存戦略の要の一つと

いえる．特に，一般的な植物体では，葉が「重ならない」

ということが葉の光合成から考えれば，非常に重要な性

質となる．これは，古い原基（葉の発生場所）を中心に

オーキシンの濃度が下がり，濃度勾配ができる．新しい

原基は，この濃度勾配において もオーキシン濃度の高

いところに新しい原基が形成され，結果として古い原基

(直前の影響が も強く，それ以前のものは順に弱くなっ

ていく)から特定の距離と角度をもったところにできる

ことになる．しかしながら，CAM系植物のカランコエでは，

90度角で完全に葉が重なる形の植物もある．必ずしも葉

面積を 大化する戦略だけではなく，別の戦略を取る植

物もあるようである． 

(1)黄金角 

植物体として葉の重なりを 小とするには，どのよう

な角度で次の葉を発生させると葉の重なりが 小となる

栽培データ ngPlant PlantSutadio xFrog



であろうか？実際のタバコの栽培結果を図４に示す． 

 図４ 実際のタバコと各モデルでの表現 

(2)フィボナッチ数 

古代ギリシャ時代の数学者（ユークリッドとか）は，

「黄金比の長方形から，正方形を取り除くと，残った長

方形も黄金比の長方形になり，これは際限なく繰り返す

ことができる」という黄金比を使い，いろいろな自然の

造形や生物のプロポーションに適用してきたと言われて

いる．神秘の比率というわけで，人の顔の縦横比はこの

比率が「一番美しい」と言われている．黄金比は， 

フィボナッチ数列 

  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,・・・・ 

漸化式で表すと 

 a1 = 1, a2 = 1, an+2 = an+1 + an 

フィボナッチ数列の隣接する２項の比 

 ユークリッドの箱の問題 

  線分aを分かち，大きい方の線分bできる正方形の面

積と線分a(a+b)で出来る長方形の面積が等しくなる

ように分けるとすると，b２＝ a(a+b)となる． 

黄金比 

として導かれる． 

(3) L-system 

形式文法の一種で，植物の成長プロセスを初めとした

様々な自然物の構造を記述・表現できるアルゴリズムで

ある． ルールP ： (A → B), (B → AB)とする．文字列

の各文字数を n=0 から順に数えると，フィボナッチ数列

（1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 …）となっている． 

(4) 黄金角を考慮した3次元CGモデル 

 3.2で紹介した３次元CGモデルで，葉序発生角度(R)を

黄金角の137度として描いた結果を図５(左下)に示す．対

比のために葉序発生角度は150度の時を図５(左上)に示

す．図中，右下の数字は総葉面積であるが，R=150も方が

大きい結果となった．その理由は，葉の形状のモデル化

が不適切なための誤差と思われるが詳細な分析が必要で

ある．右側の図はR=137の描画図でカメラ位置を手前にも

ってきた鳥瞰図である． 

図５ 葉序発生角度は137度の時の3次元CG画像（左下） 

 

5. まとめ 

植物工場における植物生育状態把握のためのPSEシス

テムの基礎的な検討をおこなった．今回は，生育状態を

非接触で測定するための画像処理のための植物モデリン

グを中心に検討を行った．このなかで，今回のモデル化

では葉の形状が非常に単純であり，全体的に不自然な感

じを与える結果となってしまった．特に，葉序発生角度

において黄金角のモデルの方が総葉面積が小さく出る等，

問題点も明らかになった． 

今後は，植物のモデルパラメータを詳細に検討し，よ

り実際の植物に近い表現となるようにする必要がある．

特に，葉の形状，葉の角度等，詳細なモデル化が急務と

考えている．さらに，遺伝的アルゴズム等を使って実際

のカメラ画像とモデル画像をマッチングさせ，実際の生

育植物と も近いモデルパラメータ自動的に決定するな

どの知的問題解決環境へ展開していく必要がある． 
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葉順 回転角度

１ → ２ 139°

2 → 3 140°

3 → 4 139°

4 → 5 140°

5 → 6 140°

6 → 7 139°

7 → 8 134°

8 → 9 155°

9 → 10 135°
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