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要旨 

 局所環境計測値から、植物物質生産などの推定値を表示・警報・記録する小型ツール(ガジェット)を開発した。

局所的な気温、光合成光量子束密度、CO2 濃度を計測し、Farquhar モデルを使って光合成速度推定値をリアルタ

イム表示するガジェットを設計した。将来の拡張のため、風速(対流伝達速度)、飽差(気孔コンダクタンス)を測定

するセンサを備え、さらに、露点温度と風速から葉の結露を推定する病害リスク警告機能を備え、3D プリンタで

疑似葉のような筐体を作成して組み込んだガジェット(PseudoLeaf)を開発した。PseudoLeaf は一般的な部品を使用

し、4 万円程度で自作可能であった。イチゴ高設養液栽培ハウスに複数台を設置してテスト計測した結果、設置

場所、天候により得られた光合成速度推定値に大きな差異が認められた。施設植物生産現場で植物光合成量等の

植物成育の目安を得ることができるハンディタイプの計測機としての有用性が確認できた。今後、葉の CO2 取り

込みモデルを搭載し、限定要因を表示できる機能を搭載するなど、実用化に向けた改良を実施したい。 
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はじめに 

 

 CO2 ガス濃度、温湿度、光などの物性環境値を計測す

るセンサの低コスト化、小型化が進展し、環境データを

計測・制御して、植物生産の高度化・精密化が各所で推

進され、各種研究開発が活発に行われている(農業情報学

会編 2019)。しかし、これらの機器の生産現場での利便

性が高まらないのは、計測・記録した物性環境が計測で

きても、それが植物成育に対してどう影響するかを判断

することは、依然、生産者の資質に依っているからであ

る。数値的な環境データに慣れていない生産者が、この

ような機器を導入しても、環境データをどう活用したら

良いのか困惑してしまう。一方、植物の生体情報である

光合成速度、クロロフィル蛍光、茎蒸散流などを直接計

測する生体情報センサの開発などがなされてきた。これ

らは、高度な複合(統合)環境制御システムの導入が前提

の大規模施設植物生産向けに開発されており、導入コス

トも大きい。単純な環境制御装置すら導入されていない

日本の中小規模植物生産施設に導入することは困難であ

る。低コストで中小規模植施設生産者が自作・導入でき

るガジェットのような簡易ツールの開発が望まれる。こ

こでは、局所的な気温、光合成光量子束密度、CO2 濃度

を計測し、Farquhar モデルを使って光合成速度推定値を

リアルタイム表示するガジェット(PseudoLeaf・シュード

リーフ)を設計、開発したことについて報告する。 

 

材料および方法 
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図 1 PseudoLeaf のハードウェア構成 



設計・製作した PseudoLeaf の構成を図 1 に示した。4

種の環境センサを使用し、オープンソースハードウェア

である Arduino を使用し、結果の出力方法として、(1)本

体に設置した液晶表示器、(2)SD メモリカートへの CSV

ファイル出力、(3)Ethernet インターフェースで LAN への

ユビキタス環境制御システム(UECS)情報プラットフォ

ーム形式(UECS-CCM)による通信の 3 種類を用意した。 

ソフトウェア開発は、Arduino IDE を用い、アルゴリズ

ムとして、ファーカー光合成モデル(Farquhar et al. 1980)

と、UECS 用ライブラリ UARDECS(Yasuba et al. 2018)を

採用した。ABS 製の筐体は、3D プリンタ(DREAMER)

を使って印刷した。 

試験測定の一例として、近畿大学生物理工学部の試験

ハウスのイチゴ高設養液栽培ベッドの 4 か所に設置して、

見かけの光合成速度推定値を実測し、推定値の分布状況

を調べた。 

 

結果および考察 

 

 

図 2 PseudoLeaf の外観 
 
表 1 PseudoLeaf が計測・算出可能な項目 

 

製作した PseudoLeaf の外観を図 2 に示した。1 台当た

りの部品・材料コストは約 4 万円になった。本体重量は

268 g 、最大概形寸法は、D110×W140×H97 mm3になっ

た。葉を模した天板表面に局所光強度を計測する簡易

PPFD センサ、裏面の下方 10～20 mm の位置に温湿度、

CO2 濃度、風速センサを設置し、測定部位の葉の近傍の

局所環境を用いて局所同化量等を推定できるようにして

いる。 

PseudoLeaf が計測・算出可能な項目を表 1 にまとめた。

光合成推定値については、期間積算値・最大値なども表

示でき。さらに、病害発生などの指標になる葉の濡れ予

測なども表示可能にした。 
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図 3 イチゴ高設養液栽培ハウスの日推定光合成量 

 

図 3 に栽培ベッド 4 か所の天候の違う 3 日間の日光合

成量を試験測定した例を示した。特に悪天候の 2018 年 4

月 24 日は、場所より 10 倍程度の差が認められた。 

施設植物生産現場で植物成育の目安を得ることができ

るハンディタイプの計測ガジェットとしての有用性が確

認できた。今後、葉の CO2取り込みモデルを搭載し、限

定要因(同化量改善効果の高い環境要素)を表示できる機

能を搭載するなど、実用化に向けた改良を実施したい。 
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項　目 単位 C-LCD表示 SDに記録 UECS送信名
起動後経過時間 分 ○
気温 ℃ ○ ○ AirTemp.mPL
相対湿度 % ○ ○ RelativeHumid.mPL
露点温度 ℃ ○ ○ DewPoint.mPL

絶対湿度 g kg'-1 ○ ○ AbsHumid.mPL

飽差 g kg'-1 ○ ○ AirSatDef.mPL

CO2濃度 ppm ○ ○ AirCO2.mPL

日射束密度 kW m-2 ○ ○ WRadiation.mPL

光量子束密度 µmol m-2 s-1 ○ ○ WPPF.mPL

風速 m s-1 ○ ○

呼吸速度推定値 µmolCO2 m
-2 s-1 ○ RespRate.mPL

真の光合成速度推定値 µmolCO2 m
-2 s-1 ○ NetPSRate.mPL

見かけの光合成速度推定値 µmolCO2 m
-2 s-1 ○

見かけの光合成速度推定最大値 µmolCO2 m
-2 s-1 ○

起動時からの積算推定同化量 mmolCO2 ○

最近1時間の推定同化量 µmolCO2 ○

最近6時間の推定同化量 µmolCO2 ○

最近24時間の推定同化量 µmolCO2 ○

濡れ継続時間推定値 分間 ○ WetT.mPL
起動後最長の濡れ継続時間推定値 分間 ○
ガジェット動作状態 - cnd.mPL


