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植物の生長不良検出のための問題解決環境

A PSE FOR DETECTING PLANT GROWTH FAILURE
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Plant factories have produced vegetables such as lettuce recently. It is essential to detect the plant growth
failure in a plant factory. In this study, we propose that the PSE system which can detect plant growth failure.
The system takes pictures of plant growth periodically while raising seedlings. In addition, we prepare the
plant growth model for calculating plant growth. Then we compare the pictures of them and the results of
the model. If the difference of above two values is large, then the growth may be failure.
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1. はじめに
天候の影響を受けにくく，安定した供給が望める植
物工場が全国各地で操業している1)。例えば，日本にお
いてもここ数年でその数は確実に増加している2)。工場
の生産効率を上げるためにも，生長不良個体の検出は
有用であると考える。本研究では，植物の発芽後，間
もない期間に着目し，画像処理とシミュレーションに
より生長不良と思われる個体を検出することを目的と
している。

2. 生長の自動検出の概念
図 1に本研究で提案する PSEシステムの概念図を示
す。観測対象植物をカメラで定期的に撮影する (タイム
ラプス撮影)。撮影された画像は PCに転送され，輪郭
線抽出等の画像処理を行い生長を数値化する。一方，生
長の妥当性を判断するために PC上でシミュレーション
により仮想的に生長させた値との照合を行う。両者に
大きな相違がなければ生長は妥当なものであると判断
することができる。今回は植物工場でも比較的メジャー
な栽培品目であるレタスを対象とする。

図 1 生長の自動検出の概念

3. 生長シミュレーション
3.1 L-systemによるシミュレーション
これまで，PC 上で仮想的に植物を生長させるシミ

ュレーションについて検討を行ってきた。ひとつは L-
system3)を用いたシミュレーションである。L-systemは
形式文法の一種であり，式 (1)で表わされる。

G = {V, S, ω , P} (1)

ただし、V は置換規則により置き換えられる文字の集
合である。Sは生長しても変化しない変数を表す。ω は
生長の初期状態を表す。Pは生長のための規則であり、
V で定義された文字の集合を置換していく。
図 2は L-systemによる単純な細胞分裂の様子を示し
たものである。この場合，L-systemのパラメータとし
ては，式 (2)のようになる。

V : {A, B}
S :なし

ω : A

P : {A → AB, B → A}

 (2)

L-systemは植物の生長プロセスの記述に利用できる
アルゴリズムとして，今回のシミュレーションにも適
用を試みたことがあった。これは，図 3のように植物
を単純な形として取り扱い，各部位に L-systemによる
シミュレーションを行うというものであった。このモ
デルでは，葉を円としてとらえ，茎と根は細長い長方
形としてとらえることにしている。このような形状を
得るための L-systemのパラメータを得ようとした。そ
のため，さまざまなパラメータによる結果を可視化す
るために図 4に示すようなシミュレーターも作成した。
しかし，L-systemはルールから結果を得るのは比較的
簡単であるが，その逆，すなわち，形状からその形状
を得るためのルール (パラメータ)を得るのは難しいと
いう欠点がある。そのため，この手法は断念すること
になった。



図 2 L-systemによる細胞分裂の例
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図 3 植物の形状のモデル化

図 4 L-systemシミュレーター

3.2 植物の生長曲線
つぎに植物の生長曲線をもとにシミュレーションを
行うことを考える。このシミュレーションについては
現在考察中である。植物の生長曲線は一般的に S字曲
線を描く。この曲線によれば，発芽して間もない期間
は生長がゆるやかであるが，ある時期から指数関数的
に生長していき，やがて生長が鈍化して収束する。こ
の S字曲線は植物の生長に限らず，自然界ではよく見
られる現象だという。たとえば，宇佐見らの研究4)によ

れば，図 5に示すようになる。また，過去にカイワレダ
イコンを試験的に栽培した際の成長曲線5)も図 6のよう
になり，こちらも S字曲線を描いていることがわかる。

図 5 レタスの生長曲線
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図 6 カイワレダイコンの生長曲線

4. 植物の観測
4.1 観測対象とする期間
図 5において，レタスの生長には，“播種”，“育苗”，

“定植”，“収穫”の 4つの大きな転機がある。播種とは，
種を蒔くことであり，育苗とは発芽した苗をある程度
の大きさになるまで育てることである。定植とは，あ
る程度に生長した苗を植物工場内の育苗室に入れるこ
とであり，いったん育苗室に入れられた苗は後述する
収穫まで取り出されることは通常はない。収穫とは出
荷のために育苗室から取り出すことである。このよう
な苗は最終的に質量が計測され，出荷に値するかどう
かチェックされる。さらに，人手により黄変がないかな
ど，色や形状の異常がないかどうかチェックされたあと，
パッケージングされて出荷される。
上記の 4つの転機のうち，本研究では育苗期間を観
測対象としている。この理由は，育苗期間においては苗
の形状が単純であり，画像処理による判定が行いやす



いことによる。当初は，出荷直前の植物を観測対象とす
ることも考えていたが，形状が複雑になるので，画像
処理による判定は難しいと判断した。また実際の出荷
時における判定は質量計測によるものであり，この手
法が標準的な方法として確定しているのが現状である。

4.2 タイムラプス撮影
植物の生長の様子を把握するためには，植物のタイ
ムラプス撮影が必要である。過去にカイワレダイコンの
タイムラプス撮影を行った際には，撮影に使用したデジ
タルカメラ付属のソフトウェアを用いていた。しかし，
このソフトウェアは機能的には特に不満はなかったも
のの，ソフトウェアの動作自体が比較的重いなどの不満
があった。そのため，もっと軽量で軽快に動作する環境
を探した。その結果，Linux上で動作する gphoto26)と
いうソフトウェアを用いることで，タイムラプス撮影
が軽快に行えることがわかった。実際の撮影のブロック
図は図 7のようになる。

図 7 タイムラプス撮影

4.3 レタスの苗床
過去にカイワレダイコンを栽培したことがあるが，こ
のときは苗床として園芸用スポンジやメラミンスポン
ジを試した。ところが，これらの素材は発芽した苗の根
が地中 (スポンジ中)を張るのが難しい。そのため，あ
らかじめ根が張れるように穴を開けておく必要がある。
そこで，今回は根が容易に下部へ伸長していけるハイ
ドロボールを利用してみた。ハイドロボールは水耕栽
培時に土の代用品として使われるものである。特徴と
しては，粘土を高温で焼き固めて発泡させてあるため
小さな穴が無数に存在し，空気をよく保持する，吸水
性に富んでいる，といった植物の生育に適しているこ
とがあげられる。
今回，このハイドロボールとお茶のパックを用いて
図 8のような苗床を作成した。お茶のパックは無数の
穴が開いており，ハイドロボールへの給水を妨げるこ
とがない。また，ハイドロボールを入れることで，お茶
パック自身が植木鉢のように自立するので都合がよい。
作成した苗床にレタスの種子を 10粒ほど蒔き，水分
を与え，数日間待つ。やがて，発芽して生長を始める。
実際に生長したレタスの様子を図 9に示す。種子の配
置も厳密には向きや間隔などをきちんと決めてから行
う必要があると考えるが，今回は簡易的に生長を観測

するということで，これらについては厳密に決めてい
ない。

図 8 レタスの苗床

図 9 レタスの生長の様子

4.4 生長の長さの採取
撮影した画像から生長の長さを採取する。これは図

10のように，苗床の大きさをあらかじめ測定しておけ
ば，苗の長さのピクセル数を数えることで特定するこ
とができる。実際には，図 11のように，撮影画像を 2
値化した上で輪郭線のピクセル数を数える。この工程
は現時点では Gimp7)を用いるなど，手動となっている
が，将来的には自動化したいと考えている。
生長曲線は図 12のようになった。こちらも S字曲線
を描いていることがわかる。ただし，曲線を大きく外
れてしまっている測定値がある。これは，画像の一方
向からのみ測定値を採取したため，苗の自重による傾
きにより実際の生長値よりも小さく観測されたためで
ある。

4.5 撮影画像に関する考察
a) 撮影カメラの台数
現在では 1台 1方向のみで行っているが，これでは
植物に傾きが生じた場合，測定に誤差が生じる。今後
は複数台のカメラで撮影する必要がある。
b) 植物の形状
植物の形状が生長に与える影響も考慮したほうがよ
い。たとえば，双葉の形が対称できれいであれば今後



図 10 生長の大きさの採取

図 11 輪郭線の抽出

図 12 レタスの生長曲線

の生長には問題が生じにくいのではないか，など形状
と生長不良との因果関係について調べたい。
c) 色
たとえば，黄変しているものは明らかに生長不良個
体である。植物の生長の大きさだけでなく，色につい
ても判断材料として考えたい。輪郭抽出のために 2値
化すると，色の情報は消えてしまうため，輪郭抽出と
は別に処理しなければならない。
d) シミュレーション結果の可視化
シミュレーション結果による可視化も検討している。
図 13は POV-Ray8)を用いて双葉の植物を作成して表示
させたイメージ図である。将来的には実際のシミュレー
ション結果をもとに可視化を行いたい。

5. まとめ
植物工場における問題解決環境のひとつとして生長
不良個体を検出するためのシステムを提案した。植物
の時系列の情報取得のためにタイムラプス撮影を行な
うことで生長の様子が把握できることを確認した。
本研究における生長の判断は述べたように，撮影画
像から取得した長さとシミュレーションによる長さと
を比較することにある。ただし，この比較については，
シミュレーションだけに絞るのではなく，現在，つぎの

2つの方法を考えている。

1. 実測値とシミュレーション結果を照合する方法

2. 実測値と (良好に生長した)データベースとを照合
する方法

1の方法は，本研究で当初から目標としていた考え方
であり，シミュレーションを行うための計算モデルが
必要となる。L-systemによるモデルの決定は困難と考
えたため，S字曲線によるモデルを考察中である。

2の方法は，あらかじめ実際に生長したデータを採取
しておき，それらをデータベース化して蓄積しておき，
生長の実測値とそのデータとの照合を行うものである。
これは，植物の生長過程が複雑でシミュレーションそ
のものが難しいことから新たに検討することになった
方法である。
しかし，どちらの手法を採用するのかについては，今
後十分に検討する必要がある。1の方法では計算モデル
の妥当性の評価が難しいものとなる。2の方法では，良
好な生長データそのものの採取が難しいといった問題
がある。今後の研究を通じて，最適な手法をみつけた
い。

図 13 シミュレーション結果の可視化 (イメージ図)
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