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専攻科プロジェクト実験Ⅰにおける 

アグリエンジニアリング導入教育への取り組み 

 

 

菊川 裕規1・薬師寺 輝敏1・本田 久平2・嶋田 浩和3・田中 孝典4・横田 恭平4 

岩本 光弘5・高倉 慎5・佐藤 未都5 

 

1機械工学科，2電子電気工学科，3情報工学科，4都市・環境工学科，5技術部 

 

 大分高専では，工業の中核となる各専門学科の技術者を育成しつつ農学の素養も持たせる教育を行う

取り組みを始めた．教育カリキュラムへの導入の試金石として，専攻科１年生を対象とした必修科目「プ

ロジェクト実験Ⅰ」において，アグリエンジニアリング導入教育を試みたので報告する．本科目はＰＢ

Ｌ対応科目として専攻科１年生全学生がグループを作り，互いの専門を生かし，協力しながら与えられ

た課題に挑む．グループで構想を練った企画を，種々の学問や技術を統合して決められた制約条件の下

でものづくりを行う．いわゆるデザイン能力が要求される．毎年，課題は変更されるが，平成27年度は

アグリエンジニアリング導入教育の一環として「自動植物栽培システムの製作」を行った． 

 

     キーワード : 農工連携，アグリエンジニアリング，デザイン能力，ＰＢＬ， 

自動植物栽培システム 

 

 

１．はじめに 

 

 工業高等専門学校は我が国が技術立国として世界に躍

進するために必要な第二次産業への人材育成を目的とし

て創設され，工業の中核となる技術者を世に送り出してき

た．その後も時代の要請とともに第三，第四及び第五次産

業へと技術者を送り出してきたが，残念ながら第一次産業

を意識し，それと関わるような教育及び技術者の育成は積

極的には行ってこなかった．全国の農業従事者が減尐の一

途をたどり，各県では農業高校や林業高校がなくなってい

くなか，農業の工業技術による支援あるいは新農業の構築

が国を挙げての課題の一つとなっている．このような状況

を踏まえて，工業の中核となる技術者の養成を掲げる工業

高等専門学校において，各専門学科の技術者として育成し

つつ農学の素養も持たせる教育を行ってはどうかとの問

いかけが大分高専校長から発問され，これを契機に大分高

専では「アグリエンジニアリング教育」への取り組みを始

めた１）． 

大分高専では，専攻科１年生を対象とした必修科目とし

て「プロジェクト実験Ⅰ」を設定している．本科目は本校

に専攻科が設置された当初より，ＰＢＬ対応科目として主

に「ものづくり」を課題として取り組んできた．専攻科の

学生がグループを作り，互いの専門を生かし，協力しなが

ら与えられた課題に挑む．グループで構想を練った企画を，

種々の学問・技術を統合して決められた制約条件の下で

「ものづくり」を行う．いわゆるデザイン能力が要求され

る．作品の製作過程に入っても授業開始後10分程度は教員

を含めたグループ討議をする．授業ごとに学生は活動記録

を教員に提出して進捗状況を確認することとする．毎年，

課題は変更されるが，これまでにロボットハンドの製作，

コンクリート製船舶の製作，環境デザインコンテスト応募

作品の製作，自動ホワイトボード消し装置の製作，創立50

周年記念作品の製作等を課題として与えてきた．本年度は

アグリエンジニアリング導入教育の一環として，「自動植

物栽培システムの製作」を課題として選定した．これまで

の製作物と異なり，生きた植物を対象としたものづくりと

いうことで，製作指導する教員側も試行錯誤であったが，

農業への素養を持たせる教育への取り組みの試金石とし

て以下に報告する． 

 

 

２．授業概要 

 

 本校の専攻科には，本科の機械工学科と都市システム工

学科（平成23年度より都市・環境工学科に改称）をベース

とした「機械・環境システム工学専攻」と電気電子工学科
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と制御情報工学科（平成24年度より情報工学科に改称）を

ベースとした「電気電子情報工学専攻」の２専攻がある．

本科と併せたその教育プログラムは，国際的に通用する技

術者教育を行っているとして，平成17年度修了生から

JABEE認定されている．専攻科では，本校の教育目的で

ある「人間性に溢れ国際感覚を備え，探究心，創造性，表

現能力を有する技術者の育成」を基盤に，プロジェクト型

の実験，演習，研究活動を通して，さらに高度な専門性を

有し，指導力を持った技術者の育成を目指している．プロ

ジェクト型実験の科目として「プロジェクト実験Ⅰ」では，

２専攻の学生が混合でチームを組み，それぞれの専門性を

活かして作品を製作し，作品発表会とプレゼンテーション

を行う．授業の概要は以下のとおりである． 

・教科目名：プロジェクト実験Ⅰ 

・対象学生：全専攻１年 

・担当教職員：教員６名，技術職員３名 

・達成目標と評価方法： 

(1) 解決すべき問題を認識し，問題解決のためのアイデア

をイメージして,その結果を得る方法をデザインし，

決められた制約条件の下で期限内に形にすることが

できる．（製作作品，25％ レポート，20％） 

(2) 技術的問題を深く掘り下げる努力をし，技術が複雑な

つながりによって成り立っていることを理解し，問題

解決を分担化してチームで解決することができる．   

（活動記録，15％） 

(3) チームで協力して問題を解決するために，問題解決を

専門性に沿って分担化し， 自らの分担を見定めて行

動できる．（自己評価，10% 相互評価，5％） 

(4) 工学の相互関連性を理解し，作品の特徴を効果的にア

ピールできる．（プレゼンテーション，25％） 

・授業項目： 

1回目 機械実習，電気実習 

２グループに分かれ機械実習と電気実習を行う． 

2回目 概要説明，アイデア創出 

課題を発表し，アイデア創出を行う． 

3回目 討議 

与えられた課題をグループで討議し構想を練る 

4回目～6回目 設計 

設計を行い実現性について検討する． 

7回目 ポスター製作 

アイデアをポスターにまとめる． 

8回目 アイデア発表 

ポスターにてアイデア発表を行う． 

9回目 討議，設計，作品製作 

アイデアを基に作品を製作する． 

10回目～27回目 設計・製作 

設計，製作においては役割分担（班）を決める 

アイデア創出：全学生 

構造設計製作：都市環境および機械出身者 

機構設計製作：機械および都市環境出身者 

  電気回路設計：電気および制御情報出身者 

  制御プログラム：制御情報および電気出身者 

  工程管理：都市環境出身者 

28回目 発表準備，最終調整 

  発表準備と最終調整を行う． 

29回目 作品発表会 

  作品発表会にて作品を展示，公開する． 

30回目 プレゼンテーション 

 アイデア創出過程，工程管理，予算等を発表する． 

31回目 アンケート 

  達成度を自己評価および相互評価する． 

・総合評価：達成目標(1)～(4)について活動記録,レポー

ト,製作作品,プレゼンテーション，自己評価,相互評価で

評価する．総合評価は，活動記録15点，レポート20点，作

品25点，プレゼンテーション25点，自己評価10点，相互評

価5点の配点で行う。各個人について欠課一コマ（２時間）

に付き３点を減じる．各評価項目点が全て60%以上で，か

つ総合評価点が60%以上である場合を合格とする． 

 

 

３．課題概要 

 

 ものづくりの課題を「自動植物栽培システムの製作」と

した．各学生の専門性を発揮した専攻科生らしい実用的な

作品の完成を期待して提案した．制約条件や設計仕様は以

下のとおりである． 

・設計仕様： 

(1)面積90×90㎝以上の食用植物栽培地を有すること． 

(2)装置全体の大きさは規定しないが，キャスター等を備

え居室間の移動が出来ること． 

(3)植え付けや収穫以外は自動で行うこと． 

(4)室内栽培で露地ものと同等の成長が期待できること． 

(5)予算内であれば既製品を部品や制御装置として使用し

てよいが，高専生らしいアイデアが含まれていること． 

・予算：各班が使用できる材料費は送料等を含めて15万円

以内とする．時間外労働は活動記録に記録し，時給200円

で人件費を計算し材料費と合わせて25万円以内に収める．

なお，人件費が製品コストに影響することを学ぶことが目

的であるため，時間外労働費は現実には支給されない． 

・電源および水源：100Vコンセント1口から電源を取るこ

と．水は数日に一度程度バケツで供給する． 

・班分け：全30名（機械工学科出身10名，都市・環境工学

科出身8名，電気電子工学科出身8名，制御情報工学科出身

4名）をＡおよびＢの２グループに分け，それぞれ装置を

製作する．ただし，それぞれのグループで，３つほどの班

を作り仕事を分担すること． 

・作品発表会：植物を健全に生育させるための機能につい

て，その数の多さと完成度で評価する． 
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４．完成作品 

 

４．１ Ａグループ作品概要 

図-1 に作品全体写真を示す．作品のコンセプトは実際

の農業用ビニールハウスを模し，工学的な自動制御システ

ムを組み込むことである．栽培植物はレタスを想定してお

り，レタスの栽培に適した構造を目標とする．構造面では

信頼性および経済性の観点から，できるだけシンプルな構

造を目指す．また，植物を安定して栽培する機能の実現も

目標とする．機能面では計測器による栽培植物周辺の環境

情報の取得およびその情報をフィードバックし，栽培植物

周辺環境にアプローチする機能の実装を目指す． 

栽培植物であるレタスを育てる上で，空調管理と水質管

理と光量管理の３つの管理が必要であると考え，構造およ

び機能は主としてこれら３つを実現するものとした． 

 

(1) 構造詳細 

1) 外枠 

 外枠については簡素かつ強度を保つために，アルミニウ

ム製のアングルと角パイプを組み合わせて製作した．トラ

ス構造を採用することで，より強度を高めた．外枠は収穫

やメンテナンスの際に邪魔にならないように簡単に外せ

るようにした．寸法は幅1.4m，奥行1.2m，高さ1.1mである．

全体を覆うビニールは農業ハウス用ビニールを使用した． 

 

 

図-1 Ａグループの作品 

 

PC用ファン

巻き上げ式開閉窓

取手

マグネット式開閉窓

 

図-2 外枠構造 

底板には合板（３枚）を用いて，表面にシリコンラッカー

スプレーを塗装し，キャスター４個（耐荷重160kg）を下

部に設置した．装置全体の総重量は約110kgであり，十分

に支持可能であることを確認した．図-2 に製作した外枠

の設計図を示す． 

2) 温度管理・換気機構 

本装置では温度管理・換気をするために，装置外枠に開

閉窓を設けた．この窓は温度センサにより自動的にビニー

ルを巻上げることで動作する．巻上げ軸両端にはベアリン

グを噛ませ，３つの歯車によりモーターに連結する．歯車

の土台には廃材のアクリル板を採用し，コスト削減と加工

作業の効率化をはかった．また巻上げ軸の他にビニールの

ガイドとなる棒を２本設け，ビニールがスムーズに巻上が

るようにした．開けるときは，モーターの動力をギヤによ

って伝達し，軸を回転させることによってビニールを巻き

取る．軸の幅に変化を持たせることで，ビニールを常に張

った状態で巻き取れるよう工夫した．閉めるときは，モー

ターを逆回転させることで，巻き取ったビニールを緩める．

回転軸とビニール下端に取付けたヒモを巻き取ることで，

ビニールに張力を与えている． 

3) 水の循環経路 

水の循環は２つの栽培地用水槽と１つの水質管理用水

槽との間で行われる．水質管理用水槽からの栽培地用水槽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 水の循環経路 

 

図-4 栽培地用上部水槽 
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への水の汲み上げは，ポンプを使用している．水循環管路

の配管は途中でクーラーを経由させる構造で，気密性，デ

ザイン性の観点から底面部分に配管用の通過穴を通る構

造となっている．栽培地用水槽では，水槽全体での水質の

均一性を高めるため，隅の２か所から導入し流路のよどみ

点の影響を尐なくするとともに，水深が一定（20mm）にな

るように，排水管路の突出し高さを固定した．したがって，

突き出し高さ以上の水は自動的に排出される．また，この

突き出し管路の部品は取り換え可能となっているため，栽

培状況に応じて任意の高さ（水深）に再設定することがで

きる．また，バルブを開くことによって水質調整時に栽培

地用水槽の栽培液を一旦全て水質管理用水槽へ移すこと

も可能である．水の総容量は40L（上部の２つの水槽20L，

下部の１つの水槽20L）で，水がない状態での水槽の重量

は約30kgである．図-3 に水の循環経路を，図-4 に栽培地

用上部水槽を示す． 

4) 栽培地 

栽培面積は900mm×900mmで，栽培地の苗数は最大42個ま

で栽培可能である．厚さ12mmの発砲スチロール板に直径

20mmの穴を空けており，その場所にウレタンに根を植え付

けた植物を栽培することが可能である． 

 

(2) 電気回路および制御システム詳細 

1) システム構成 

 自動制御の中央処理演算装置としてRaspberryPiとPIC

回路を使用した．図-5 に制御システムの構成を示す．中

央に位置するのが回路ボックスで，RaspberryPiとPIC回路

が搭載してある．RaspberryPiとPIC回路は回路ボックス内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6  PIC回路配線図 

 

で通信を行っており，RaspberryPiがPICに対して信号を送

り，PICがそれに対する応答を行う形で動作する．また，

今 回 取 り 付 け た LED や pH 計 等 の 計 器 類 は 全 て が

RaspberryPiまたはPIC回路につながっており，自動制御を

行っている． 

2) RaspberryPiプログラム仕様 

 主要な制御の中央処理演算装置としてRaspberryPiを使

用した．ACアダプタ5Vから電源を供給して動作する．タッ

チディスプレイと接続して直感的操作が行えるほか，PIC

とUART通信を行い，PICのA/D変換による計測値を受け取っ

たり，モータードライバICを経由してPICに繋がっている

モーターの制御指令を送ったりする．また，USB温湿度計

や水温計と繋がっており，ログの取得が自由自在に行え，

ファン・LED・ポンプの制御も自在に行うことができる．

リミット
スイッチ

タッチディスプレイＵＳＢ温湿度計 窓制御モーター ファン制御

光量計
水温計

ポンプ制御

ＬＥＤ制御

ＰＨ計

電源（ＡＣ１００Ｖ）

図-5 制御システム構成 



大分工業高等専門学校紀要 第 53号 (平成 28年 11月) 

 

―32― 

RaspberryPi上で動作するGUIプログラムの仕様について

以下に示す．プログラムの仕様としては，タッチディスプ

レイによるGUIの操作，温湿度計，水温計の数値の取得，

LED，ポンプ，ファンの制御，PICとのUART通信によるモー

ターの制御，pH，光量の数値の取得，計器の数値をログと

して自動保存，計器の数値によるフィードバック制御であ

る．Gw_gladeを用いてGUIのpythonスクリプトを作成し，

そこに制御指令を直接書き加えることで各制御対象の制

御を可能としている． 

3) PIC回路 

PIC回路では，大別して窓の上下動を制御するモーター

と計器類の接続およびPICによるA/D変換の制御を行う．

RaspberryPiとの通信，リミットスイッチの状態も加味し

たモーターの制御，pH計測および光量の取得と返送を行う

プログラムを作成した．図-6 にPIC回路配線図を示す． 

4) LEDランプ 

植物の光合成促進のために，１枚当たり出力14Wの植物

育成用LEDランプを植物の直上に４か所設置する．これら

はアルミ各パイプおよびアングルを使用して連結され，植

物の成長状況に応じて任意の高さに設置し直すことがで

きる構造となっている． 

5) ソリッドステートリレー回路 

ソリッドステートリレー回路は交流100Vを直流3.3Vで

制御できるリレー回路である．この回路を利用することで

既製品の電源周辺にスイッチを取り付ける等の改良を加

えることなく制御を行うことができるようにした． 

 

下記に制御する付加機能の一覧を示す． 

タッチディスプレイ： 

直感的な操作．栽培のノウハウを数値化 

開閉窓モーター制御： 

ハウス内の空気の循環，温湿度の調整 

ファン制御：ハウス内の空気の循環，温湿度の調整 

LED制御：人為的な光合成。 

ポンプ制御：水の入れ替えによる水質改善 

USB温湿度計：気温・湿度の数値化とフィードバック 

水温計：水温の数値化 

pH計：pHの数値化 

光量計：光量の数値化 

 

(3) 生育管理システム 

1) 水質維持 

 水質維持および向上のために栽培液にはpHセンサでの

測定値を基に肥料を自動供給するシステムを導入した．肥

料にはエコゲリラと呼ばれる肥料液を1000倍希釈して用

い，pH調節用に濃硫酸を1000倍希釈した調整液を用いた．

また，エアレーションおよび肥料の撹拌，液中の異物回収

の目的で，水質向上用水槽にポンプを設置し，常時稼働さ

せる．完成後の動作確認により，pH,ECともに目標値の範

囲内に収めることができた．目標値が pH=5～ 6.5，

EC=100mS/m～250mS/mであるのに対して，測定値は pH=6.3，

EC=190mS/mであった．pH調整剤によってpHの調整が可能で

あり，水質をセンサによって管理することが可能であるこ

とが確認できた． 

2) 水温管理 

水温管理の目的で，供給管路の途中に出力70Wのクーラ

ーを，下部水槽に出力150Wのヒーターを搭載して20℃～

25℃の間で水温保持をさせている．これらはコントローラ

を搭載しているため，自動制御される． 

3) 室温管理 

室温が27℃以上になった場合，外枠の窓開閉装置を起動

して正面の窓を開き，装置背面に設置されたファンを回転

させることで空気の流れを作り室温を減尐させる．温度を

検出し，窓の開閉とファンの組合せによってある程度の温

度管理が可能であることが確認できた．外形をビニールで

覆い，隙間を塞ぐことにより気密性を高められた．ファン

と窓の時間制御により，一定時間ごとの換気が可能である． 

4) 光量管理 

 植物育成用LEDを時間制御することで，太陽光無しの下

でも栽培環境を実現できた．LED取付高さを変えられるた

め，育成状況に応じた光量調整が可能である．光センサに

よる光量の測定が可能であり，栽培の記録が可能となった． 

 

(4) 工程管理 

工程について，製品を7月中に完成させ，8月中は動作試

験を行う予定だった．しかし実際には，8月下旬に装置が

完成し，１週間程度しか動作試験を行えなかった．その主

な要因として３つ挙げられる．①部品加工に予定よりも時

間がかかった．②水漏れが発生し対策に追われた．③GUI

の設定に手間取った．工程が遅れた原因として，工程の見

込みが甘かったこと，トラブル発生を予期していなかった

ことが挙げられる．対応として，トラブル発生点以外で全

体を組上げるために必要な作業を早目に発見し，完成まで 

 

表-1 Ａグループ製作費支出内訳 

 項目 明細 計 

ハ 
｜
ド
班 

外枠製作費 \19,301 

\35,326 

開閉窓製作費 \3,871 

フレーム製作費 \12,154 

水

路

班 

栽培地製作費 \18,912 

\47,825 循環装置，その他 \28,913 

セ
ン
サ
班 

電気回路製作費 \34,276 

\54,385 センサ，素子購入費 \20,109 

合計 \137,536 

人件費：時間外活動  169時間×\200 \33,800 

総額 \171,336 
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に必要な作業を明確にし，作業を円滑に進めることによっ

て，動作試験などの時間は尐なくなったものの，期限内に

製品を完成させることができた． 

 

(5) 製作費 

製作費については，購入したが実際には使用しなかった

部品がいくつかあった．しかし，廃材も多く活用し，コス

ト削減を行った結果，予算内に収まった．また，大幅な設

計変更や設計ミスもなく，コストの肥大化を防ぐことがで

きた．支出内訳を表-1 に示す． 

 

(6) 結果および考察 

1) 作品の完成度について 

製作当初に考えた構想設計に大きな変更を加えること

なく，予定した全ての機能を実現できたという点では，完

成度として最低限の評価はできると言える．しかしながら，

装置全体においての実証試験を十分にできておらず耐久

性の評価ができていないため，その観点から完成度の評価

は低いと考えられる．したがって，実証試験を加えること

で完成度の向上につながる．また，時間および予算上で余

裕があれば追加する予定であった機能もあったため，それ

らを盛り込めばより完成度は高まると考えられる．詳細部

分で考察すると，外枠を外すときに面倒は配線の着け外し

を行う仕様となっているため，配線をひとまとめに簡素化

するなどの改善が必要である． 

2) 工程管理について 

製作スケジュールについては，前述のとおり，実際には，

外枠の加工作業の遅れ，栽培地の水漏れ発生，GUIアプリ

開発の遅れが生じた．それにより大きく工程が遅れた．実

作業にかかる時間を実際より尐なく見積もっていたため

と，トラブル対処の時間を工程で考えていなかったためで

ある．8月になりようやく組立作業が行われた．この時点

では組合せや配線の確認しかできなかった．しかし，完成

度は低いとはいえ部材を実際に組み合わせることにより，

いくつかのトラブル対策を事前に行うことができた．例え

ば，配管・配線対策である．配線については最後まで障害

となったため，先に配線のことを考えて組み立てることは

重要であった．また，外枠の取り外し手順についても，組

合せの段階で初めて確認できた．各班の作業の間に全体組

合せ確認の作業を何度か挟んだことで，完成までに必要な

作業を明確にし，その後の作業を円滑に進めることができ

た．これにより工程遅れは尐し改善したが，動作確認テス

トは１週間ほどしか行えず，大幅な装置改良作業は行えな

かった．スケジュールに余裕を持たせ，より早めに作業を

行っていればもう尐し装置を改良できたと思われる． 

3) 各班員の活動状況について 

本グループでは栽培地の大気環境および土台構造を製

作するハード班，大気環境以外の環境設備を製作する水路

班，電子回路製作および制御システム構築を行うセンサ班

の３つの班で分担して取り組んだ．各班には班長を定め，

班長を中心に仕事の割り振りを行い，グループ討論の場で

相互報告を行い，班員全体で進捗状況および今後の取り組

み内容について情報共有できていたと考えられる．取り組

み上の反省として，組織的に活動できていたが，一部の班

員に製作の負担が集中するなど，活動のばらつきが発生し

たことがあげられる． 

4) 製作費について 

本授業の製作費の条件は，物品購入に伴う費用として15

万円，時間外活動の人件費の予算として10万円であった．

物品購入に伴う費用，時間外活動に伴う費用共に条件内に

収まっており，計画的に執行できたと考えられる．製作費

については，初期段階で製作に必要な予算を班ごとに分配

し，それに合わせた物品発注を行ったため，基本的に予算

内に収めることができた．また，製作上で特に大きな構造

変更などはしなかったため，それに伴う追加物品が発生せ

ず，製作費の肥大化を防げた．構造上ではできるだけシン

プルな構造を採用し，実験室にある物品の再利用を積極的

に行ったこともあり，製作費を抑えることができた．制御

用電子回路の部分でも初期段階で予算の範囲内で適当な

物品選定を行い，大きな仕様変更などが要求されることが

なかったため，そのまま予算内に収めることができた．以

上のように大きな仕様変更や個別の班での予算節約のお

かげで，当初想定した機能を全て搭載したにもかかわらず，

予算内に収めることができた．反省点としては，水循環シ

ステムにて使用する発注物品が届いてから，より簡素で優

れた構造を考えたため，結果的に不必要な部品が発生した

ことである．また，浄化用水槽として初期は高さ250mm程

度のものを購入していたが，栽培用水槽の取付け高さの変

更に伴い，高さ150mm程度のものを再度購入した．いずれ

の物品も高価なものではなかったため，製作費上で大きな

負担にはならなかったが，場合によっては大きな損害につ

ながりかねなかった．したがって，改善すべき点として，

初期設計の段階で十分に設計を突き詰めて，不必要な物品

を購入しないように必要最小限の物品購入で済ませるこ

とである．人件費については，時間外活動の累積ではある

が，３つの班で組織的に取り組んだことで，結果的に効率

的な作業が実現し，人件費の増加を防ぐことができたと考

えられる．反省点として，当初は時間外活動をほとんどせ

ずに授業時間内で完成させる予定であったが，結果的に時

間外活動を行ったことである． 

 

(7) Ａグループのまとめ 

 Ａグループでは，本授業における製作チームの達成目標

として「課題解決に向けて組織的に協力して取り組み，個

人の能力を最大限発揮し，専門分野を超えた相互理解を深

めること」とした．達成目標に対して，当初予定していた

アイデアを実現させることができたことから，ハード班，

水路班，センサ班の各班は組織的に協力して取り組めてい
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たと考えられる．また，設計や製作の現場において，ここ

がそれまで培ってきた技術や知識を活かすだけではなく，

ここで調べた新しい知識を取り入れて実習に取り組んで

いる様子がうかがえたことから，個人の能力を最大限発揮

することができていたと考えらえる．また，製作の現場に

おいて他班に対する配慮が多く見られたことから，専門分

野を超えた相互理解を深めることができたといえる．した

がって，今回の授業では達成目標を完遂することができた

と思われる． 

 

 

４．２ Ｂグループ作品概要 

 図-7 に作品全体写真を示す．作品のコンセプトは「機

能的な水耕栽培システム」である．工学的な応用を考えた

際，様々な機能を付加した栽培システムがよいと考え，各

班で話し合い，それぞれの目標を掲げ活動に取り組んだ．

エコな自動水耕栽培システムの製作を念頭に置き，構造，

機構，制御の各方向からどのようにすれば実現できるかに

ついて案を出し合った． 

構造班では，経済性，加工性に優れたプラスチック段ボ

ールと木材を骨組みに使用することでビニールハウスよ

りも安価で，耐久性，保温性に優れた段ボールハウスを作

る．製作方法の情報が多く，屋根を開閉式にするために一

般的な家型を採用した． 

機構班では，窓・屋根の開閉機構，マイクロバブル，サ

イフォン管を考案した．窓・屋根の開閉は室内を換気する

ためである．マイクロバブルは水中に酸素を溶存させ植物

の生長を促進させるためである．サイフォン管は２つの水

槽間で容易に水を行きわたらせることができる． 

制御班は外乱に強く，栽培環境に依存しないシステムで

あるフィードバック制御を導入することで自動水耕栽培

システムを実現することができると考えた．また，外部か

ら栽培状況の確認をできるようにすれば，栽培の負担軽減

ができると考えた． 

 

 

 

図-7 Ｂグループの作品 

(1) 構造班 

 コンセプトである機能的なハウス栽培に求めるものと

して，構造的強度，耐水性，保温性がある．普通のビニー

ルハウスではコストの問題や，アイデアの弱さから段ボー

ルを用いることにした．一般的な段ボールでは，耐水性が

低いため栽培用のハウスには不適切であった．そこで，段

ボールと構造が同じで，耐水性に優れたプラスチック段ボ

ールを用いた．プラスチック段ボールのメリットとしては，

既出の強度や耐水性，保温性に加えて，リユース可能な材

料であるため環境にやさしいことや，入手が容易であるこ

と，ビニールと比べた際の経済性，加工性など様々なメリ

ットがある．プラスチック段ボールだけでは強度面に不安

が残る．当初ハニカム構造にする予定だったが，製作時間

などに問題が生じたため，木材による補強を行うこととし

た．その際，情報の多さや窓・屋根の開閉，ドアの取り付

けなど，栽培に必要な機能をつけるため，家形の段ボール

ハウスを採用した．家形のハウスの屋根を開閉することで，

暖められた空気が上部から抜け，自然換気を行う． 

 製作した結果，プラスチック段ボールにより一定の効果

は出たが，隙間やプラスチック段ボールの目を埋めていな

いことから，保温能力を十分に生かせていない面もある．

家形ハウスの採用によって，製作開始から加工組立の流れ

は比較的スムーズであった．また，各班員の活動状況は，

遅刻や欠課もなく，班長を中心に班員一人ひとりがスケジ

ュールを常に意識しながら活動できた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 水路構成 

   

図-9 屋根開閉機構 

貯水槽

栽培槽

クーラー

サイフォン管

マイクロバブル
発生装置
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(2) 機構班 

 機構班では主に３つのアイデアを考案した．１つ目は栽

培を促進する水循環システムを目指して，マイクロバブル

を取り入れたこと．２つ目は温度や湿度の調整のため，換

気システムを組み込んだこと．３つ目は加工作業の削減と

頑丈な水槽支持を果たすため，既製品のメタルラックを採

用したこと．機構班ではフレーム，水路，窓開閉機構，屋

根開閉機構の4つの担当箇所を設け，それぞれ班員を割り

当てた．以下に各担当の詳細を示す． 

 フレームの製作では以下の2点を工夫した．まず，主と

なるフレームにメタルラックを使用することで加工箇所

の削減とLEDライトの取り付けの簡略化をはかった．メタ

ルラックは既製品のためパーツを組み合わせるだけで栽

培層を設置する台の作成が可能であり，専用の拡張部品を

用いることで，取り付け取り外しが容易なLEDライトを作

成することができた．次に，装置全体の支持にキャスター

のみならずアジャスタも用いることで装置の固定の強化

をはかった．アジャスタはキャスターと比べ地面との接触

面積が広く，また，負荷を直線状で支持するため，より安

定した固定が可能となった．装置を移動および固定する際

はアジャスタ下部のボルトを使って高さが調節できる． 

今回製作した水路を図-8 に示す．ポンプで汲み上げた

貯水槽の水をクーラーで冷却し，マイクロバブル発生装置

を通して水に空気を流入させる．次に，1つ目の栽培槽か

らサイフォン管を通して2つ目の栽培槽へと水が循環し，

貯水槽へと戻って来る．また，水循環とは別に，設置した

培養液槽によって定期的に培養液を自動で貯水槽に追加

する．マイクロバブル発生装置の原理は，流路が狭くなっ

ているところに水が流入すると流速が上昇し負圧が発生

する．それにより空気が水に引き込まれて混合し，マイク

ロバブルが発生する． 

 窓開閉機構の目的は，ハウス内の換気である．換気する

ことで室温の調整を行い，二酸化炭素を取り入れる役割を 

 

 

図-10 制御回路 

果たす．工夫した点は，ベルト２本を使用して開閉窓の回

転を抑え平行を保ったまま上下に開閉窓を移動させるこ

とである． 

屋根開閉機構の目的は，窓開閉と同様にハウス内の換気

である．ハウス内の温度をセンサが検知し，設定温度以上

になると屋根が自動開閉して暖められた空気を逃がす仕

組みである．屋根開閉機構にはラックアンドピオン機構を

用いて，ピニオンに接続された棒で屋根を内側から押し上

げる機構である．シンプルな構造とすることで製作時間の

短縮と動作の確実性を確保した．また，開放した屋根部分

にはゴミや虫の侵入を防ぐために網戸を設置した．廃材を

利用して製作したことで，材料費はほぼ０円であった． 

図-9 に屋根開閉機構の写真を示す． 

 

(3) 制御班 

 栽培の状況を取得するために，６個のセンサを用いて監

視および制御するシステムを構築した．栽培にかかる手間

を減らすために，自動制御システムとし，遠隔監視システ

ムを導入することで，現地に行くことなく，いつでも状況

確認ができるシステムとした． 

 用いたセンサは以下のとおりである．水温センサは汎用

の温度センサをフイルムケースで防水することにより自

作し，既製品よりも安価とした．水位センサは超音波を送

受信することにより距離を測定する．水面に反射材を設置

することで超音波が水に透過するのを防いでいる．pHセン

サとECセンサは市販のものを購入すると非常に高価であ

り，予算の都合上から購入は難しいと判断した．しかし，

調査を続けるうちに安価で自作することが可能であると

判明したため本グループでは自作を試みた．pH電極だけは

自作することが困難であったため購入したが，回路部分は

自作した． 

 

 

図-11 遠隔監視システム 
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制御器としてArduinoを導入し，pH・EC・室温・湿度・

水温・水位の値をセンサから定期的に取得することにした．

さらに取得した値が，設定された閾値を超えた場合に栽培

環境を改善するような処理までを自動で行うようにした．

pHとECが異常値を出した場合，電磁弁の開閉により竹酢や

養液を一定量ずつ投入するよう制御を行う．また，

PaspberryPiを使用することで，システムの利用者がネッ

トを介して常時栽培状況を確認できるよう，１時間毎に各

種センサの値とカメラで撮影したハウス内の写真データ

をデータベースに保存し，いつでも参照できるようにした．

また，栽培する植物によって栽培環境が変化することが考

えられたので，外部からセンサの値の異常を判断する閾値

の変更も行えるようにした．回路は基板の設計を行い，メ

イン回路を一つにまとめ，さらにArduinoの外形との調整

も行いシールド状に合わせられるよう工夫をした．図-10 

に設計した制御回路を，図-11 にネットワークを介した遠

隔監視システム管理画面を示す． 

 

(4) 工程管理 

 予定の製作スケジュールに対して１ヶ月の遅れが出た．

この原因としては，構造班と機構班との連絡不足により，

各々の班のスケジュールに遅れが生じたためである．機構

班は既製品を用いて製作を行ったため，製作物のサイズ検

討が遅れた．また，屋根の開閉機構に不備があったため，

この対策のためにスケジュール調整が発生した．制御班と

しては，センサ回路の校正に対する見積もりが甘かった点

と，他班との連絡不足が製作スケジュールに遅れを生じさ

せたと考えられる． 

 

(5) 製作費 

各班の製作費見積り額と実際の支出額を表-2 に示す．

構造班では骨組みとして使用したプラスチック段ボール

と木材，機構班では水槽やパイプ・フレーム・支柱などの

水路や基礎構造に必要な部品，制御班では各種センサや回

路部品・栽培用LEDなどが主な支出金額を占める．Ｂグル

ープ全体としては，当初の見積りどおりの支出額であった

と思われる．制御班が見積りより多い支出になっているが，

各班が予算削減に努力したために，見積り額程度の支出に

抑えることができた． 

 

表-2 Ｂグループ製作費見積り額と支出額 

 見積り額 支出額 

構造班 ¥20,000 ¥19,121 

機構班 ¥50,000 ¥39,278 

制御班 ¥60,000 ¥82,701 

栽培費用 ¥10,000 ¥2,135 

合計 ¥140,000 ¥143,235 

残額 ¥10,000 ¥6,765 

 

(6) 結果および考察 

1) 作品の完成度について 

 構造班としては，耐久性と経済性，保温性に関して満足

できる結果となった．反省すべき点は，設計の段階で段ボ

ールの厚さまで考慮した詳細な設計をするべきだったこ

とが挙げられる． 

機構班としては，屋根の開閉はラックアンドピニオンで

作動し，単純な機構かつ低コストを実現できた．窓の開閉

はクローラを利用してスライド式に開閉できるようにな

っている．システム全体の支持はキャスターとアジャスタ

―が取り付けられており，移動と固定が可能である．２つ

の水槽はサイフォンの原理を使ってホースを通している

だけなので加工が尐なく低コストである．安全のため，サ

イフォン管は２つ設置しており，万一官内に空気が入って

水が通らなくなっても水槽の容積が大きいので，水があふ

れ出ることはない．窓と屋根の開閉機構はハウスに直接取

り付けているので，ハウスの取り外しが容易である．マイ

クロバブル発生装置はホースの出口先端に取り付けてい

るだけで発生する．しかし反省点としては，本作品に使用

したポンプのエネルギー不足のため，マイクロバブル装置

の十分な効果を発揮することができなかったことである．

また，加工時間の削減を目的として，メインフレームにメ

タルラックを採用したが，サイズの検討に時間がかかり選

定が遅れてしまった．一方で，室温調整のための換気シス

テムは完全自動化に成功した． 

制御班としては，当初のアイデアを実現することができ

たと考えられる．制御器としてArduinoを導入し，pH・EC・

室温・湿度・水温・水位の値をセンサから定期的に取得し

た．さらに取得した値が，設定された閾値を超えた場合に

栽培環境を改善するような処理までを自動で行った．pH

とECが異常値を出した場合，電磁弁の開閉により竹酢や養

液を一定量ずつ投入できるよう制御した．また，

PaspberryPiを使用して，ネットを介して常時栽培状況を

確認し，１時間毎に各種センサの値とカメラで撮影したハ

ウス内の写真データをデータベースに保存できるように

した．また，外部からセンサの値の異常を判断する閾値の

変更を行えるようにした．しかし，今回は学内のネット環

境との接続がうまくいかず，ネットを介した監視・制御シ

ステムの動作確認を行うことはできなかった． 

2) 工程管理について 

 構造班では，班内のスケジュールに対しては順調だった

が，機構班との連携の部分でお互いの日程が合わず，全体

の予定も遅れる結果となった．改善すべき点としては，連

携を密にして機構班の進捗状況を把握しながら作業を進

めるべきであった．機構班では，リーダーが全体的な設計

を務め，その設計に基づいて作業員が加工および製作に取

り掛かるといったスタイルが主であった．しかし，設計・

発注が予定に対して遅れをとった原因は，基礎フレームを

既製品の組み合わせで製作しようとしたため，それらの寸
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法の兼ね合いを検討するのに時間がかかってしまったこ

とである．制御班では，センサ製作に対する見積もりの甘

さのために作業に遅れが生じた．また，各班との連絡不足

で回路のテストなどが行えないこともあった． 

 Ｂグループ全体としては，各班間の連絡不足が原因とみ

られる遅れが多く発生してしまった．また，作業に対して

人員の配分を間違えたために，作業のない班員がいる場合

や，人手不足で作業が遅れることもあった．対策としては，

活動の定期報告の際に作業の進捗状況をもっと詳しく確

認し，そのたびに人員配分の修正を行いながら作業を進め

るべきであったと考えられる． 

3) 各班員の活動状況について 

 構造班では遅刻や欠課もなく，班長を中心に班員一人一

人がスケジュールを常に意識しながら活動していた．手が

空いた時には，他の班の手伝いを積極的に行った．機構班

では各人に担当箇所を割り当てた．班員は５人で，それぞ

れ窓開閉機構，屋根開閉機構，水路，基礎構造に分かれ，

リーダーは全体を総括した．設計段階では各自並行して取

り組めたが，製作では窓・屋根開閉機構は後工程であった

ため，その担当の２人は前工程の加工を行った後に製作に

取りかかった．制御班ではセンサ自作・回路設計・サーバ

ー構築・全自動制御プログラムの開発に分かれて製作を行

った．それぞれの作業を並列で行うことで，常に作業を進

められていた．また，誰がどのような作業をしているのか

を十分確認しながら作業をし，問題が発生した時には複数

人でその解決にあたった．作業に必要な人数を甘く見てい

たために，人員不足が見られたが，それぞれが作業に積極

的に取り組むことで作業を進めた．Ｂグループ全体として

は，遅刻や欠席も尐なく，各班員がそれぞれの仕事に積極

的に取り組むことができていたと思われる． 

4) 製作費について 

構造班では，プラスチック段ボールと木材を使用するこ

とで低予算に抑えた．実際に組み立てる中で追加の購入な

どもあったが，当初の見積りの2万円以内に抑えることが

できた．機構班では，最初の設計段階で予算が5万円程度

となり，全体として15万円を超える可能性があったため，

購入費用を抑えるよう再設計を行って4万円程度に抑えた．

実際の支出額も4万円程度に収まった．制御班では，LED

や電磁弁など購入ミスがあったが，制御側では概ね予定通

りの支出であった．センサ類は既製品を購入せずに自作し

たため，低予算に抑えることができた．Ｂグループ全体と

しては，制御班が当初の見積りよりは支出が多くなってし

まったが，各班が予算の削減に努力することで，合計使用

金額は概ね見積り金額と同じにすることができた． 

 

(7) Ｂグループのまとめ 

 今回は初めての学科共通のプロジェクトであった．作業

をする中で最も苦労した点は，各班・学科との連携であっ

た．既に述べたように作業の遅れや機構の不備などは，そ

の多くが連絡不足に起因する．しかし，終盤では班の垣根

を越えてみんなで協力し，発表に間に合わせたことで，と

ても充実した時間を送ることができた．このような協力体

制を序盤から発揮できなかった点は，リーダーの人員配分

や進捗状況の把握不足に加え，各々の作業を全うするとい

う気持ちも原因の一つであると思われる．以上のような点

が分かったことや，作品を作り上げることができたことは，

本授業で体験して良かったと思われる点である． 

 以上，２グループの製作の様子を図-12 に示す． 

 

 

５．植物栽培実験 

 

 授業終了後に完成した作品を用いて実際に植物を栽培

して動作確認を行った．Ａグループは平成27年9月10日～

10月14日にレタスを，平成27年12月2日～平成28年1月22

日にレタスおよびホウレンソウの栽培を２回試みた．Ｂグ

ループは平成27年12月7日～12月4日にレタスの栽培を１

回試みた．Ａグループ作品での栽培の様子を図-13 に，Ｂ

グループ作品での栽培の様子を図-14 に示す． 

標準的に40日で成長する種を用いて栽培実験を行った

が，実際には気温やLED照明の光量の違いによって成長度

合いに差が生じて，数10日程度，収穫時期に差が生じた．

気温が高いほど，またLED照明を栽培中の植物の葉に近づ

けることによって光量を上げるほど成長が促進され早め

に収穫できた．また，成長するに従って，水の蒸散が活発

になり，水槽の水を１週間おき程度で追加しなければなら

ないことがわかった．追加する水量は成長の度合いにもよ

るが，成長最終段階では20～30L程度の追加が必要であっ

た．収穫期を迎えたレタスは，試食会を開催して校長をは

じめ，製作に関わった学生および教職員にて食した．特に

味に問題はなく美味しくいただいた．図-15 に試食会の様

子を示す． 

 

 

６．教育効果 

 

 授業最終回にPBLによるアグリエンジニアリング導入教

育を行った本授業について，どのような感想と意見を持っ

たかアンケートを実施した．受講者30名の全員が回答して

いるため回答者数は30名であり，各設問に対して5段階の

評価で行った．アンケート結果を図-16 に示す．なお，各

設問は以下の通りである． 

 

アンケート質問項目 

(1) この授業は効果的な教育方法だと思いますか？ 

(2) ものづくりの方法，手順を学べましたか？ 

(3) 創作する喜びを体験できましたか？ 

(4) 満足感や達成感を得ることができましたか？ 



大分工業高等専門学校紀要 第 53号 (平成 28年 11月) 

 

―38― 

 

 

 

 

 

 

 

 図-12 製作の様子 
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図-13 Ａグループ作品での栽培の様子 

図-14 Ｂグループ作品での栽培の様子 

図-15 試食会の様子 
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（１）この授業は効果的な教育方法だと思いますか。
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（２）ものづくりの方法、手順を学べましたか。
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（４）満足感や達成感を得ることができましたか。
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（６）協調性を培えたと思いますか。

5 点

4 点

3 点

2 点

1 点

 

36.7%

43.3%

20.0%

0.0% 0.0%

（８）自分たちが今まで勉強してきたこととの関連性を見出す

ことができましたか。
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 図-16 アンケート結果 
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(5) トラブルに対応する能力が身に付きましたか？ 

(6) 協調性を培えたと思いますか？ 

(7) メンバーとの話し合い（意思疎通）は十分に行われ 

ましたか？ 

(8) 自分たちが今まで勉強してきたこととの関連性を 

見出すことができましたか？ 

 

また，記述型式のコメント欄には以下のような記述があ

った．概ね本授業について肯定的な意見が多数を占めてお

り，アグリエンジニアリング導入教育として効果的であっ

たと考えられる． 

 

記述式コメントより抜粋 

・今回のテーマは非常におもしろかったので，来年以降

も続けてほしい． 

・農業分野を今後もテーマに続けてほしい． 

・生命のはかなさを感じた． 

・最も重要なことはデザイン能力だと感じた． 

・ものが完成したときは感動した． 

・限られた予算の中で製作することの難しさを感じた． 

・構想ばかりではなく，実際に製作してみることが重要

であると思った． 

・自分の手を動かして作ることが大切であると思った． 

・イメージしたものを現実にする技術力が重要と思った． 

・しっかりとした工程管理とチーム一人一人の積極性・

協調性が大切であると感じた． 

・他の担当との連携や意思疎通が重要であると感じた． 

・個人でやれることには限界があると感じた． 

・各自のビジョンを明確にしてディスカッションするこ

とが大切だと思った． 

・計画を立てて物事を進めることの大切さや，計画通り

に進まないことを学んだ．・期間内に計画的に製作する

ことの大変さと，メンバーと協力し合うことが大切で

あると感じた． 

・実際にものづくりを行ってみると様々な問題が発生し

小さなことでも見逃さない注意力が必要だと思った． 

・ものを使う人の視点に立ち，その理想の実現に向けて

計画・製作を行うことが重要であることを学んだ． 

・別の専門知識を持った人と知識を共有することで，よ

り良いものづくりをすることが可能であると感じた． 

 

一方で今後の改善点として以下のような指摘もあった．

これらの意見を踏まえて，今後，授業内容の改善を進めて

いく予定である． 

 

記述式コメントより抜粋 

・より良いものを作るためには時間が足りない． 

・もう尐し予算を増やして，クオリティーの高い作品を

作りたい． 

・大人数のグループよりも尐人数のグループの方が授業

の効果が高いと思う． 

・尐人数で製作した方が一人の役割が大きく，技術も身

に付くと思う． 

・活動的な人とそうでない人がいる中で，同じ班として

グループ評価する制度に不満． 

・みんなの努力量が同じになるようにするべき． 

・時間外活動の管理をもう尐し強化した方が良いと思う． 

 

 

７．おわりに 

 

 専攻科１年生を対象としたＰＢＬ対応科目である「プロ

ジェクト実験Ⅰ」にて，アグリエンジニアリング導入教育

の一環として，「自動植物栽培システムの製作」を行った．

全専攻の学生が混合でチームを組み，それぞれの専門性を

活かして作品を製作した．その結果，以下のような教育効

果が得られた． 

(1) 農業分野への工学的応用について理解を深めると共

に興味が大きく高まった． 

(2) 完成した作品で実際に植物を栽培することで，生き

ものを扱うことの難しさと生命のはかなさを学んだ． 

(3) 限られた制約条件の下でものづくりを行うことの大

変さを体験し，デザイン能力が向上した． 

(4) 専門分野の異なる他者と協力することでより良いも

のづくりが可能となることを学修した． 

(5) グループ学習を行うことで，協調性およびコミュニ

ケーション力の重要性が認識できた． 
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