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（１）環境生物物理学の基礎知識

3

環境生物物理学とは、生物的にふるまう動植物を含んだ環境
の物理的側面を理解し、研究し、学ぶScienceで、Engineering
ではない。

・温度、湿度/水分などの評価
・風の及ぼす影響
・熱と物質輸送
・土壌中の水と熱の流れ
・群落に入射する光
・植物の状態および蒸散と同化



基礎となる考え方 １
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環境値、状態値の次元を正確に把握する。

量：長さ、質量、熱量、モル数、体積、面積、個数など

濃度：量あたりの量 kg/m3、mol/mol 、J/kgなど

流れ（束、フラックス）：時間あたりの量 J/s、kg/sなど

束密度（フラックス密度）：面積あたりの流れ
J/(s m2)、kg/（s m2)など

速度：移動速度以外はあいまいなので使用注意



フラックスとフラックス密度
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フラックス：流れの大きさを表す。

蒸散速度、光合成速度 kg/(s m2)
日射の放射照度 J/(s m2)
PAR光量子束密度 mol/(s m2)

フラックス密度：流れの強さを表す。

灌水量 L/min
消費電力 J/s = W
ファン送風量 m3/min



基礎となる考え方 ２
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濃度勾配（濃度差）が流れを引き起こす。

物質や熱の流れは、濃度勾配に比例する

流れには、コンダクタンス（⇔抵抗）がある。

物質や熱の流れは、コンダクタンスに比例する



フラックス密度の式
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物質の拡散：Fickの法則

熱の輸送：Fourierの法則

積分型（マクロで見ると）

F=-Di
𝑑𝑑𝜌𝜌𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

H=-k 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

土壌中の水の流れ：Darcyの法則

J=-K(𝜓𝜓) 𝑑𝑑𝜓𝜓
𝑑𝑑𝑑𝑑

濃度勾配

温度勾配

水ポテンシャル
勾配

拡散係数

熱伝導率

透水係数

F=𝑔𝑔𝑖𝑖(𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖−𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖)

H=𝑔𝑔𝐻𝐻(𝑇𝑇𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑖𝑖)
コンダクタンス

コンダクタンス

濃度差

温度差



基礎となる考え方 ３
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質量保存の法則・エネルギー保存の法則

物質やエネルギーは、出入りや変化があっても自
然に増えたり消えてなくなったりすることはない。

もし、変化がなければ収支が釣り合っている。
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CO2施用の物質収支

CO2
発
生
機

純光合成
換気損失

CO2施用

CO2施用＝純光合成＋換気損失
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植物工場のエネルギー収支



温室栽培管理に必要な作物機能の理解
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作物生産を成功させるためには、ある程度の植物生理に関
する理解が必須。

光合成と呼吸 ：作物生産の基盤
蒸散と水分収支：細胞肥大と水ストレス
転流 ：果菜類の収量と品質
発達 ：開花や収穫時期
養分吸収 ：欠乏と過剰



環境と植物機能の関係は単純ではない
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温室環境管理に必要な制御機能の理解
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温室環境を無理なく制御するためには、ある程度の環境物理学
に関する理解が必須。

熱収支 ：必要冷暖房、結露
培地水分収支：水ストレスと蒸散
温湿度分布 ：温度ムラと病害予防
温室CO2収支：効率の良い光合成促進
光環境 ：光合成、補光



アクチュエータと環境要素
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各アクチュエータは、複数の環境要素に影響する。

換気窓 ：気温、湿度、風速、CO2濃度
温風暖房機：気温、湿度、風速
カーテン ：放射照度、気温、湿度、風速、CO2濃度
補光ランプ：放射照度、気温、湿度



（２）統合環境制御とは

15

いろいろ定義はあるが、要するに温室環境の自動制御のこと。

第１世代： 個別測定＋個別制御（真の自律分散制御）
第２世代： センサ共有＋単一コントローラ
第３世代： 第２世代＋設定値修正機能
第４世代： 第３世代＋自動設定値決定機能



第１世代コントローラ
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個別測定＋個別制御：

暖房機、天窓開閉器、CO2発生機、カーテン開閉器な

どのアクチュエータを独立したコントローラが制御する。

アクチュエータの数だけセンサが必要になる。



第１世代コントローラの例
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第２世代コントローラ
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センサ共有＋単一コントローラ：

環境要素（気温、日射、湿度など）ごとに１つのセン

サを持ち、その値から複数のアクチュエータを制御する。

設定値は、固定または時間帯ごとに持つ。



第３世代コントローラ
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第２世代＋設定値修正機能：

第２世代の機能に加えて、設定値を環境値に応じて変

更することができる。

たとえば、昼間の積算日射量に応じて夜間の暖房設定

温度を自動的に変更する。
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第３世代コントローラの例

横河技報 Vol. 31 No.4 (1987) 197-200



第４世代コントローラ
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第３世代＋自動設定値決定機能：

第３世代の機能に加えて、設定値を自動的に算出して
それに従って制御する機能を持つ。
たとえば、換気や暖房の設定値をあらかじめ決めてお

くことはせず、その日の環境値や予定する出荷日に合わ
せて自動的に設定する。



（３）DM-ONEの開発コンセプト
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どのようなコントローラが良いコントローラなのか？

多機能？ 多点制御？ ユーザーインタフェース？

信頼性？ 自由度？ 自分の制御と同じ？

可視化？ ネット接続？ 警報？ 高精度？



コントローラの価値
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第１世代：頻繁に設定値を変更する必要がある。

第２世代：毎日の天気に応じて設定値を変更する必要がある。

第３世代：季節変化に応じて設定値を変更する必要がある。

第４世代：ほとんど設定値を変更する必要がない。

理想的なコントローラとは、利用者が楽をできるもの。
大変

楽



設定値の決め方（例）
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暖房設定温度：

前夜半は高く、後夜半は低く など

換気設定温度：

晴れた日は高く、曇った日は低く など

加湿開始条件：

飽差が大きくなったら加湿する など



設定値の決め方
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環境 設定値決定法 アクチュエータ

栽培者普及情報

学習成果成功事例

経験・工夫

栽培者が実質的にすべてを決める。



DM-ONEのコンセプト
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栽培者が設定値を決めなくて
も良いコントローラ

“その設定値、毎日同じでも大丈夫ですか？”



（４）DM-ONEの制御
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設定値を
決める

制御
する

今まで、人間の仕事であった設定値を決め
る作業をコントローラが行う。



DM-ONEの設定値決定法
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植物の機能のうち、
●光合成
●蒸散
●発達

収量の源
水分状態を決める
草勢と収穫時期

を最適にする値を自動的に設定する



最適環境とは？
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多くの場合以下のようなもの（例外あり）
昼間：
光合成を促進し、同化量を大きくする。
蒸散を適度に行い、水ストレスにならず、養分を十分に吸
収する。

夜間：
葉にある同化物を速やかに目的地に転流させる。
適度な速度での発達を促す。
高湿度による病害発生を防ぐ。



DM-ONEは最適環境を見つけ、実現する
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植物の生理モデルによって、同化、転流、発達
の最適値を求め、それを効率よく実現する。
同化（純光合成）モデル：
光、温度、湿度、CO2濃度、風速

蒸散モデル：
光、温度、湿度、CO2濃度、風速

転流モデル：
同化量

発達モデル：
日平均気温



純光合成速度の推定法

31

Combination methodによって純光合成速度を計算する。

光合成を
生化学反応部分とCO2の輸送部分
に分けて考える。



光合成の生化学反応
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光合成は、主に２つの生化学反応に分けて考えられる。

光化学反応
（光リン酸化反応）

カルビン回路

光
CO2

水



光合成有効放射
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CO2濃度

34



温度

35



その他の影響
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●風速： 境界層コンダクタンスを通して光合成に影響
する。

●空気湿度： 葉内水分環境を通して光合成に影響する。



生化学反応の式

最大光合成速度
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)P = Pmax � f 光 � g CO2濃度 � h(温度

光による影響

CO2による影響 温度による影響

各影響は、0～1の関数

ρcc



CO2の輸送
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光合成速度

CO2の輸送の式

P = 𝑔𝑔𝑐𝑐(ρca−ρcc)

空気と葉緑体のCO2濃度差

CO2の輸送に対するコンダクタンス
𝑔𝑔𝑐𝑐 = [𝑔𝑔cm,𝑔𝑔cs,𝑔𝑔ca]



純光合成速度の最大化制御
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生理モデルで求めた純光合成速度（現在値）を与
えられた条件下で最大化するような目標値を設定
し、アクチュエータを動作させて環境調節を行う。

前提とする環境要素：
日射、CO2濃度

自動制御される環境要素：
気温、CO2濃度



その他の制御
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発達の制御：
日平均気温を制御することにより、収穫までの日数や
出荷スケジュールの実現が可能。

草勢の制御：
栄養成長/生殖成長のバランスや草勢の強さを自動的
に補正するので、長期栽培における栽培管理が容易に
なる。



制御連携
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（例）カーテンの制御：
・夏の昼間に気温が高い時に遮光をする。
・夏の夜間に冷房をする時に閉める。
・冬の夜間に暖房をする時に閉める。
・冬の昼間に寒い時に閉める。
・閉めると光合成速度が低下するので可能なら閉めない。
・頻繁に開閉しない。

以上のような動作を一年中設定値の変更なしに実現する。



DM-ONEの温度制御 冬

室内気温

屋外気温

日射

設定温度

43

晴れ

曇天

42



DM-ONEの温度制御 夏

夜間冷房

年月日 時刻

43

温
度
、
℃

設定温度

室内温度

外気温度

昼平均気温＝26.76℃ 夜平均気温＝18.91℃

日平均気温＝23.01℃



（６）DM-ONEの制御の特徴

45

目標値をモデルから自動的に算出1
光合成モデル、蒸散モデル、熱収支モデルなど、
農学に裏付けされた計算モデルを用いて、植物
の成長ポテンシャルである光合成を最適化でき
る環境を整えるための目標値を自動算出

制御対象を可能な限り植物生理機能に3

温室内の気温や湿度の制御を通じて、可能な限
り、光合成や蒸散などの、栽培植物の生理機能
値を制御し、成長や水ストレスを適切に調節

範囲ではなく目標値で制御2
暖房と換気の設定値から導出される範囲内に収
まれば成り行きでも許容する制御ではなく、常
に最適値を算出し、その値に温室内環境を近づ
けるように制御



DM-ONE

46 ※HP:ヒートポンプ



DM-ONE

47 ※HP:ヒートポンプ



（５）DM-ONEの導入と活用
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導入にあたって
・できるだけ、電動化されていること。
・自分で環境目標値を決めることに楽しみを求
めないこと。

・光合成を最大化することに価値を見出してい
ること。



DM-ONEの活用法
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日々の管理において
・自分の考えと異なる動作をする時、原
因を考え、パラメータを変更する。

・なぜそのような制御をしているのかを考える。

・できた時間を栽培管理、経営管理で有効に使
う。



DM-ONEのメリット
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https://youtu.be/fbGr8-NRgGk

を御覧ください。

https://youtu.be/fbGr8-NRgGk


DM-ONEの問題点
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導入時
・ブラックボックスが多いような気がする。
・非常時の機能が少ない。

・動作修正せずに従来制御に切り替えてしまう。
運用時

・現設備への追加設置ができない（できるが）。



DM-ONEの今後

52

DM-ONE Leaders Club
・ユーザーと興味を持つ人を対象に、DM-ONEを
活用するための栽培環境および植物成長に関する
基礎知識の普及を目指す。

・DM-ONEの頭脳である、設定値自動決定機能と
アクチュエータ連動機能を他社コントローラでも
利用できるような環境を作る。

DM-ONE モジュールの普及



おわり

（株）ダブルエム
狩野 敦

double-m.co.jp
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（株）ダブルエム

生物環境物理学の基礎

DM-ONE

光合成モデル

第8回（最終回）CO2施用の基本
（嶋津）

発達の制御

【その2】平均気温を通した発達
の制御（狩野）

光合成速度の最大化

技術情報（狩野）
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