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2015年(平成27年)

7月31日(金)

コーセイジャパン、機械電子研究所と共同で製造コスト３

電通大のキャンパス（東京都調布市）に設置し
た太陽光利用型植物工場システム

電通大、無線センサーで遠隔制御できる太陽光利用型水
耕栽培装置を開発

　【立川】電気通信大学大学院情報理工学研究科の佐藤証

（あかし）教授は、無線センサーを使った太陽光利用型植物

工場システムを開発した。トマトなどの果実が上部にできる

天井型の水耕栽培で、水温や水位、湿度などの測定データを

サーバーに転送し、遠隔地から制御する。センサー部には市

販部品を使うなどしてコストを低減した。屋上などの遊休ス

ペースでの活用を想定する。

　

　水耕栽培システムには上野園芸（広島市安佐南区）の「空

宙（くうちゅう）栽培」を採用した。縦型パイプの側面に取

り付けたプランターに種を植える。水道などから引いた水を

ポンプでくみ上げてパイプ上部から下部に流す仕組み。空間を立体的に活用するため、狭い面

積で集約的に栽培できる。

　この栽培装置に水温などの計測ができるセンサーを設置したシステムを開発した。無線ＬＡ

Ｎ規格、Ｗｉ―Ｆｉ（ワイファイ）で測定データをサーバーに送る。データはスマートフォン

などのモバイル端末でも管理できる。

　センサー部のマイコンボードに市販部品を使用するなどして設置コストを抑制。導入費用は

「設置面積１６平方メートルで４０万円程度」（佐藤教授）という。費用を低減してシステム

の利用促進を図る。

　現行システムは生育環境のモニタリング機能のみで、水温や水位、液肥の自動調整といった

制御機能はない。佐藤教授は「まずは栽培データを蓄積して、解析データを基に効率的な制御

機能を開発する」としている。
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「電子版を使いこなしてビジネスを成功

させよう―電子版アンケート結果から」

電子版を使いこなしている３人に、利用

法を聞きました。ぜひ参考にしてくださ

い。（日刊工業新聞サイト・ビジネスラ

インに移動します）
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