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(57)【要約】
本発明は、異なる環境下に置かれた複数の栽培装置にお
ける植物栽培過程を制御し、データ収集、分類及びマー
ク、コントロールステップを含む、インテリジェント栽
培管理方法を提供する。収集するデータには、植物の栽
培情報及び栽培装置が位置する環境情報、栽培条件情報
、植物特徴を含む。収集したデータを分類し、同一の分
類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の
植物特徴を採点及び比較し、植物特徴のスコアが高い栽
培装置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし記
憶する。各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、
目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件
情報と比較し、両者の差の値が閾値を超えた場合は、各
栽培装置の当該栽培条件をコントロールするために、記
憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報
とに基づいてコントロールデータを生成する。本発明は
、インテリジェント栽培設備をさらに提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる環境下に置かれた複数の栽培装置における植物栽培過程を制御するインテリジェ
ント栽培管理方法であって、
　データ収集ステップと、分類及びマークステップと、コントロールステップとを含み、
　前記データ収集ステップは、
　植物の栽培情報及び当該栽培装置が位置する環境情報を収集して、これをデータ処理シ
ステムへ伝送し、
　所定の時間間隔で、複数の栽培条件における少なくとも一つの栽培条件情報を収集して
、当該栽培条件情報をデータ処理システムへ伝送し、
　植物の植物特徴を収集して、当該植物特徴をデータ処理システムへ伝送し、
　前記分類及びマークステップは、
　前記データ処理システムにおいて、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて分類し、
同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特徴に基づいて
採点して、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコアが高い栽培装
置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関する各分類にお
ける、マークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記コントロールステップは、
　各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、目下の栽培条件情報を、記憶したマーク
された栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超えた場合は、記憶したマー
クされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報とに基づいてコントロールデータを生成し、
　各栽培装置の当該栽培条件をコントロール操作するために、当該コントロールデータを
各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、
　植物の植物特徴を収集することは、
　植物生長周期の過程において、植物の各段階の栽培過程情報を収集することと、
　収穫後に、収穫した植物の特徴を収集することとを含み、
　前記分類及びマークステップは、
　同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記栽培過程情報及び
前記収穫した植物の特徴に基づいて採点することを含む、インテリジェント栽培管理方法
。
【請求項３】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、目下の植物生長周期におけ
る、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを取得して、これを記憶したスコアの高い栽培装
置の植物特徴のスコアと比較し、前者が後者よりも高い場合は、目下の植物特徴のスコア
が高い栽培装置の各栽培条件情報をマークし、目下の植物生長周期に関する各分類におけ
るマークした栽培条件情報を記憶する、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項４】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、一つ目の植物生長周期にお
いて、収集した目下の栽培条件情報を、予め設定された栽培条件情報と比較し、前者と後
者の差の値が閾値を超えた場合は、予め設定された栽培条件情報を選択してコントロール
データを生成し、各栽培装置の当該栽培条件を制御するために、当該コントロールデータ
を各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、
　記憶したマークされた栽培条件情報、最終のコントロール操作の時間、最終のコントロ
ール量ならびに閾値のうちの少なくとも一つに基づいて前記コントロールデータを得る、
インテリジェント栽培管理方法。
【請求項６】
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　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記分類及びマークステッ
プは、異常データを処分することを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記コントロールステップ
において、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較することは
、
　目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間のエキスパート栽培条件と曲
線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しないか、もし
くは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異データとして
マークすることを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項８】
　請求項６に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記コントロールステップ
において、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較することは
、
　目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間の記憶したマークされた栽培
条件と曲線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しない
か、もしくは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異デー
タとしてマークすることを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項９】
　請求項６に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、変異データとして二回マー
クされた栽培条件情報を除去して、システム栽培エキスパートへ人為的分析、研究、介入
するように通知する、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記栽培装置が位置する環
境情報には、
　栽培装置が位置する住宅の居住団地情報である住所情報と、
　栽培装置が位置する住宅の情報であり、
　栽培装置が室内にある場合は、住宅が位置する階、栽培装置が部屋の中に置かれている
かそれとも閉鎖式のベランダに置かれているか、置かれた部屋もしくは閉鎖式のベランダ
の向き、窓の採光状況が含まれ、もしくは、
　栽培装置が屋外にある場合は、栽培装置が中庭に置かれているか、物干し台に置かれて
いるか、屋上に置かれているか、開放式のベランダに置かれているかが含まれる位置情報
とを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記植物の栽培情報は、植
物の品種と、栽培面積と、栽培時間と、土壌情報とを含む、インテリジェント栽培管理方
法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記土壌情報は、土壌基
質の種類と、元肥の種類と、土壌基質と元肥の混合割合と、土壌ph値と、土壌の導電率と
を含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１３】
　請求項２に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記栽培過程情報は、
　発芽数及び栽培面積に基づいた、発芽成功率と、
　発芽までの時間及び播種時間に基づいた、発芽所要時間と、
　葉の生長健康状況と、
　病虫害の状況と、
　植物の苗株の高さ及び葉の面積と、
　灌水管理、温度制御管理、病虫害管理、間引き剪定授粉管理などが含まれる管理過程の
情報とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェント栽培管理方法。
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【請求項１４】
　請求項２に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記収穫した植物の特徴は
、
　単位栽培面積の収穫状況と、
　単位栽培面積内の果実量と、
　植物の開花期と、
　生長過程における自己評価、収穫状況の自己評価、果実/葉野菜の食感評価、観葉植物
の評価が含まれる栽培者の主観的評価とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェ
ント栽培管理方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記栽培条件には、降雨量
と、空気条件と、土壌条件と、光の照射条件とを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記空気条件は、空気温
度と、空気湿度と、通風状況と、酸素含有量と、二酸化炭素含有量と、有害ガス含有量と
、吸入性粉塵との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記有害ガスは、ホルム
アルデヒドと、ベンゼンと、ラドンと、アンモニアと、揮発性有機化合物と、二酸化イオ
ウとのうちの一つもしくは複数である、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１８】
　請求項１６に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記吸入性粉塵は、PM10
、PM2.5、もしくはPM10とPM2.5の両者である、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項１９】
　請求項１５に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記土壌条件は、土壌の
ph値と、土壌の導電率と、土壌温度と、土壌湿度との中から一つもしくは複数を選択する
、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項２０】
　請求項１５に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記光の照射条件は、照
度と、光の照射時間との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培管理
方法。
【請求項２１】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記植物特徴を収集するこ
とは、写真撮影もしくは動画撮影をさらに含む、インテリジェント栽培管理方法。
【請求項２２】
　請求項１に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記コントロール操作は、
灌水と、補光と、遮光と、酸素補給と、二酸化炭素補給と、温度を下げることと、温度を
上げることと、施肥と、通風量を増やすことと、通風量を減らすことと、殺虫剤散布と、
虫害予防剤散布との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培管理方法
。
【請求項２３】
　異なる環境下に置かれた複数の栽培装置における植物栽培過程を制御するインテリジェ
ント栽培設備であって、
　データ収集装置と、分類及びマーク装置と、コントロール装置とを備え、
　前記データ収集装置は、植物の栽培情報及び当該栽培装置が位置する環境情報を収集し
、所定の時間間隔で、複数の栽培条件における少なくとも一つの栽培条件情報を収集し、
植物の植物特徴を収集して、収集したデータを前記分類及びマーク装置へ伝送し、
　前記分類及びマーク装置は、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて、受信したデー
タを分類し、同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特
徴に基づいて採点して、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコア
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が高い栽培装置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関す
る各分類における、マークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記コントロール装置は、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、目下の栽培条
件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超
えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報とに基づいてコン
トロールデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件をコントロール操作するために、当
該コントロールデータを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培設備。
【請求項２４】
　請求項２３に記載のインテリジェント栽培設備であって、
　植物の植物特徴を収集することは、
　植物生長周期の過程において、植物の各段階の栽培過程情報を収集することと、
収穫後に、収穫した植物の特徴を収集することとを含み、
　前記分類及びマーク装置が、同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培
装置の前記栽培過程情報及び前記収穫した植物の特徴に基づいて採点する、インテリジェ
ント栽培設備。
【請求項２５】
　請求項２３に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の植物生長周期における
、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを取得して、これを記憶したスコアの高い栽培装置
の植物特徴のスコアと比較し、前者が後者よりも高い場合は、目下の植物特徴のスコアが
高い栽培装置の各栽培条件情報をマークし、目下の植物生長周期に関する各分類における
マークした栽培条件情報を記憶する、インテリジェント栽培設備。
【請求項２６】
　請求項２３に記載のインテリジェント栽培設備であって、一つ目の植物生長周期におい
て、収集した目下の栽培条件情報を、予め設定された栽培条件情報と比較し、前者と後者
の差の値が閾値を超えた場合は、予め設定された栽培条件情報を選択してコントロールデ
ータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件を制御するために、当該コントロールデータを
各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培設備。
【請求項２７】
　クライアントと、複数のスター型ネットワークユニットからなるスター型ネットワーク
と、閉ループ最適化プラットフォームとを含むインテリジェント栽培設備において、
前記クライアントは、インターネットを介して前記閉ループ最適化プラットフォームに接
続され、アラート、目下の栽培状況などの情報を得、また、閉ループ最適化プラットフォ
ームを介して各スター型ネットワークユニットを手動制御でき、
　前記スター型ネットワークユニットと閉ループ最適化プラットフォームはインターネッ
トを介して接続され、各スター型ネットワークユニットは、測定装置と、制御装置と、イ
ンターネットアクセスモジュールとを備え、前記測定装置は、植物栽培装置の環境情報及
び栽培条件情報を測定してから、測定した情報データを前記アクセスモジュールへ伝送し
、前記アクセスモジュールがインターネットを介して前記情報データを前記閉ループ最適
化プラットフォームへ上げ、閉ループ最適化プラットフォームからのコントロールデータ
を受信し、前記制御装置は前記コントロールデータに基づいて前記栽培装置の栽培条件を
制御し、
　前記閉ループ最適化プラットフォームは、各スター型ネットワークユニットからの情報
データを受信し、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて、受信したデータを分類し、
同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特徴を採点して
、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコアが高い栽培装置の植物
生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関する各分類における、マ
ークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記閉ループ最適化プラットフォームは、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき
、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差
の値が閾値を超えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報と
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に基づいてコントロールデータを生成し、各スター型ネットワークユニットの栽培装置の
当該栽培条件をコントロール操作するために、当該コントロールデータを各スター型ネッ
トワークユニットへ送信する、インテリジェント栽培設備。
【請求項２８】
　請求項２７に記載のインテリジェント栽培設備であって、
　植物の植物特徴を収集することは、
　植物の生長周期の過程において、植物の各段階の栽培過程情報を収集することと、
　収穫後に、収穫した植物の特徴を収集することとを含み、
　前記閉ループ最適化プラットフォームが、同一の分類において、予め設定された条件に
従い、各栽培装置の前記栽培過程情報及び前記収穫した植物の特徴に基づいて採点する、
インテリジェント栽培設備。
【請求項２９】
　請求項２７に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の植物生長周期における
、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを取得して、これを記憶したスコアの高い栽培装置
の植物特徴のスコアと比較し、前者が後者よりも高い場合は、目下の植物特徴のスコアが
高い栽培装置の各栽培条件情報をマークし、目下の植物生長周期に関する各分類における
マークした栽培条件情報を記憶する、インテリジェント栽培設備。
【請求項３０】
　請求項２７に記載のインテリジェント栽培設備であって、一つ目の植物生長周期におい
て、前記閉ループ最適化プラットフォームは、収集した目下の栽培条件情報を、予め設定
された栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超えた場合は、予め設定され
た栽培条件情報を選択してコントロールデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件を制
御するために、当該コントロールデータを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培
設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はインテリジェント栽培方法及びインテリジェント栽培設備に関するものであり
、より具体的に言えば、インターネットによるインテリジェント栽培管理方法及びインテ
リジェント栽培設備に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　植物の栽培をインテリジェント管理することは農業分野での注目の焦点となっており、
これについてさまざまな技術改善と試みがなされてきた。
【０００３】
　最も良く見られるインテリジェント栽培は自動灌水システムで、独立したユーザへのサ
ービスである。具体的な植物の種類（水を好む植物かそれとも乾燥を好む植物か）、栽培
環境（南部に位置するかそれとも北部に位置するか、具体的な採光状況など）に基づいて
判断していないため、灌水量及び時間間隔はすべて大まかな予測に基づいている。
【０００４】
　中国特許出願公開番号CN102550371Aでは、IoT技術に基づいた、団地もしくは戸建住宅
用の自動灌漑制御システム及び方法が開示されており、制御システムと、地域ノードと、
土壌温度湿度センサと、シャワー式灌水端末とからなる。当該技術では、温度と湿度の二
項目の指標を観測して、温度と湿度の二項目の指標によって灌水するか否かを決定する。
しかし、このような技術において、毎回の灌水量がどれくらいであるかは、いずれも予め
設定された固定の閾値に基づくか、もしくは人為的に制御されるものであって、植物の種
類、植物の生長周期は考慮されておらず、所在環境の状況については、土壌の水分と温度
しか考慮されていない。
【０００５】
　中国特許出願公開番号CN102868749Aでは、農業栽培、飼育のIoTクラウドサービスシス
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テム及びサービスフロー方法が開示されている。ここでは、栽培データを収集した後クラ
ウドセンターへ送信し、最終的にユーザ端末へ送られる。クラウドサービスには、農業情
報、政策法規、情報発布、情報諮問、エキスパートシステム、農産物取引、農産物の遡源
、技術サービス、データ掘り起こし、生産監視制御、環境監視制御、端末管理のモジュー
ルを含む。当該技術に存在する問題は、当該技術は主にデータ感知、情報発布、サービス
取得であるため、栽培自体へのフィードバック制御が欠けているということと、データが
一方方向に流れるということ（つまり、栽培データ収集後ユーザ端末へ送信される）と、
ユーザがサービスを必要とするとき、自発的にデータの取得請求をしなければならず、自
発的なインテリジェントコントロール能力が欠けているということと、データ感知システ
ムは植物の種類、植物のライフサイクルなどの情報を考慮していないということである。
【０００６】
　中国特許出願公開番号CN13155839Aでは、自動灌水施肥システムが開示されており、土
壌における水分及び養分を測定し、水分及び養分の含有量が低下している場合は自動的に
土壌への灌水もしくは施肥を行う。しかし、このシステムは、単に予め設定された値に基
づいて灌水及び施肥を行うものであって、植物の種類、植物のライフサイクルは考慮され
ておらず、所在環境については、土壌の水分及び肥料のレベルしか考慮されていない。
【０００７】
　中国特許出願公開番号CN104012375Aでは、農業自動感知灌漑監視制御システムが開示さ
れており、環境温度、湿度、季節の変化を綜合的に考慮し植物へ自動で灌水する。ここで
は、エキスパート知識メモリが用いられ、異なる作物の異なる生長段階に対応した、適切
な生長環境パラメータが記憶されている。この技術では、土壌の湿度を観測するほか、植
物の生理的指標（葉の温度、茎の微細な変化）を観測することがさらに開示されている。
しかし、この技術は灌漑問題だけに着目しており、植物がある生長周期の状況については
考慮されていない。
【０００８】
　中国特許出願公開番号CN104012376Aでは、生態環境情報に基づいたインテリジェント灌
水システム、方法及びその装置が開示されており、花や草の生長周期に基づき灌水を正確
に制御することができる。しかし、この技術は灌水の問題だけに着目したものである。
【０００９】
　中国特許出願公開番号CN104216373Aでは、インテリジェントクラウドに基づいた家庭用
水管理システムが開示されており、花卉への自動灌水及び貯水器への自動貯水を実現する
。この技術では、クラウドインテリジェント遠隔制御が開示されており、遠隔制御端を介
して、人為的な制御で、もしくは人為的に設置された水の管理計画に基づいて灌水する。
しかし、灌水量がどれくらいであるかについては、人為的制御もしくは人為的に設置され
た水の管理計画によって行われ、植物の生長周期、所在環境、目下の土壌の温度、湿度の
状況は考慮されていない。また、この技術は灌水の問題だけに着目したものである。
【００１０】
　中国特許出願公開番号CN203490529U（出願番号CN201320629665）では、IoTに基づくイ
ンテリジェント栽培装置が開示されている。当該文献は農業用大型ビニールハウスにかか
るインテリジェント栽培装置であって、「IoTという形によって、インテリジェント化さ
れた栽培を行うことができ、成熟した後、包装、計量、ラベル貼り、栽培全過程、生産情
報の遡源可能をさらになすことができる」というものである。インテリジェント栽培とは
、IoT方式を介して監視制御することであり、遠隔制御方式で人工栽培を実現し（第0015
段落の「使用者は、制御端末のコンピュータ、タブレット端末、携帯電話端末のいずれか
一つを介して、植物をインテリジェント管理及び制御することができる」という記載を参
照）、労力を低減し、食品の原産地管理をする。しかし、この技術で開示された遠隔制御
は人の手によるものであり、大規模分散型の栽培におけるインテリジェント管理をなすこ
とはできない。
【００１１】
　中国特許出願公開番号CN102884932A（出願番号CN2012104227706）では、栽培エキスパ
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ートクラウドに基づくインテリジェント型土耕式植物生長栽培システムが開示されている
。具体的に言えば、当該文献は「栽培エキスパートクラウドセンターと、通信ネットワー
クと、一つもしくは複数のインテリジェント栽培装置とを含み、栽培エキスパートクラウ
ドに基づくインテリジェント型土耕式植物生長栽培システムを提供する」ものであって、
「栽培経験情報を記憶及びシェアする」ことを実現し、「生産資料をシェアするという方
法で栽培を実現する」というものである。栽培経験情報は、土壌ph値、環境の照度、温度
、湿度が開示されている。しかし、この技術における栽培の指導データが使用するのは予
め設定された値である。都市の地理及び家庭環境には異なる要素が多数存在することから
、当該技術はこれらの異なる要素を考慮しておらず、アップロードされた経験データを収
集すれば混乱し、実際に栽培指導をすることはできない。
【００１２】
　現代都市の居住環境は多種多様であり、居室もしくは戸外の栽培環境も大いに異なる。
都市によって気候条件は異なり、ある都市は湿度が高く、ある都市は乾燥している。同じ
都市であっても、地域もしくは居住団地の違いによって栽培環境も異なり、同じ団地内で
あっても、階、向きという栽培状況、例えば日当たり条件も異なる。
【００１３】
　これらの従来技術で開示された栽培指導は予め定められた値に基づいて行われ、「状況
に応じて指導する」ことができないのは明らかであり、具体的な栽培環境に基づいて調整
することはできず、指導の効果は知れたものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来技術に存在する上記課題を踏まえ、本発明は、異なる栽培環境下で大規模分散型栽
培のインテリジェント管理を実現することを目的とする。さらに、本発明は、個人が家庭
で栽培したいが栽培管理経験に乏しく、良好な収益を得るのが難しいという問題を解決で
きる。また、本発明は、個人が家庭で栽培したいが、管理する時間がないという問題をさ
らに解決できる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を実現するために、本発明は、インターネットと、大きなデータ分析と、機械
学習と、インテリジェント家庭用ソフトウェアハードウェア技術とを利用して、インテリ
ジェント栽培システムを構築し、インテリジェント栽培スター型ネットワークを樹立する
。
【００１６】
　上記目的を実現するために、本発明は、異なる環境下に置かれた複数の栽培装置におけ
る植物栽培過程を制御するインテリジェント栽培管理方法であって、データ収集ステップ
と、分類及びマークステップと、コントロールステップとを含み、前記データ収集ステッ
プは、植物の栽培情報及び当該栽培装置が位置する環境情報を収集して、これをデータ処
理システムへ伝送し、所定の時間間隔で、複数の栽培条件における少なくとも一つの栽培
条件情報を収集して、当該栽培条件情報をデータ処理システムへ伝送し、植物の植物特徴
を収集して、当該植物特徴をデータ処理システムへ伝送し、
　前記分類及びマークステップは、データ処理システムにおいて、前記栽培情報と前記環
境情報とに基づいて分類し、同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装
置の前記植物特徴に基づいて採点して、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植
物特徴のスコアが高い栽培装置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物
生長周期に関する各分類における、マークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記コントロールステップは、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、目下の栽
培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値
を超えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報とに基づいて
コントロールデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件をコントロール操作するために
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、当該コントロールデータを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培管理方法を提
供する。
【００１７】
　本発明は一方で、異なる環境下に置かれた複数の栽培装置における植物栽培過程を制御
するインテリジェント栽培設備であって、データ収集装置と、分類及びマーク装置と、コ
ントロール装置とを備え、
　前記データ収集装置は、植物の栽培情報及び当該栽培装置が位置する環境情報を収集し
、所定の時間間隔で、複数の栽培条件における少なくとも一つの栽培条件情報を収集し、
植物の植物特徴を収集して、収集したデータを前記分類及びマーク装置へ伝送し、
　前記分類及びマーク装置は、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて、受信したデー
タを分類し、同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特
徴に基づいて採点して、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコア
が高い栽培装置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関す
る各分類における、マークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記コントロール装置は、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、目下の栽培条
件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超
えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報とに基づいてコン
トロールデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件をコントロール操作するために、当
該コントロールデータを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培設備を提供する。
【００１８】
　本発明はさらにもう一方で、クライアントと、複数のスター型ネットワークユニットか
らなるスター型ネットワークと、閉ループ最適化プラットフォームとを含むインテリジェ
ント栽培設備において、
　前記クライアントは、インターネットを介して前記閉ループ最適化プラットフォームに
接続され、アラート、目下の栽培状況などの情報を得、また、閉ループ最適化プラットフ
ォームを介して各スター型ネットワークユニットを手動制御でき、
　前記スター型ネットワークユニットと閉ループ最適化プラットフォームはインターネッ
トを介して接続され、各スター型ネットワークユニットは、測定装置と、制御装置と、イ
ンターネットアクセスモジュールとを備え、前記測定装置は、植物栽培装置の環境情報及
び栽培条件情報を測定してから、測定した情報データを前記アクセスモジュールへ伝送し
、前記アクセスモジュールがインターネットを介して前記情報データを前記閉ループ最適
化プラットフォームへ上げ、閉ループ最適化プラットフォームからのコントロールデータ
を受信し、前記制御装置は前記コントロールデータに基づいて前記栽培装置の栽培条件を
制御し、
　前記閉ループ最適化プラットフォームは、各スター型ネットワークユニットからの情報
データを受信し、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて、受信したデータを分類し、
同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特徴を採点して
、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコアが高い栽培装置の植物
生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関する各分類における、マ
ークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記閉ループ最適化プラットフォームは、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき
、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差
の値が閾値を超えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報と
に基づいてコントロールデータを生成し、各スター型ネットワークユニットの栽培装置の
当該栽培条件をコントロール操作するために、当該コントロールデータを各スター型ネッ
トワークユニットへ送信する、インテリジェント栽培設備を提供する。
【００１９】
　本発明の特色は、大規模分散型栽培に応用できるとともに、大きなデータの分析に基づ
き、自動実行のインテリジェント最適化閉ループを確立するという点である。よって、本
発明は、具体的な栽培環境に基づき学習、調整でき、自己最適化能力を備える。
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【００２０】
　本発明は、都市環境を十分に考慮したうえで、大規模な分散型家庭栽培の管理の複雑さ
という問題を解決しており、人的管理と学習のコストを大幅に低減し、栽培経験の乏しい
人々が良好な栽培収益を得られるよう支援し、都市の大規模分散型エコロジー農業を実現
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　以下、図面を参照して説明する。
【図１Ａ】図１Ａ～図１Ｃは、本発明の実施例における栽培データ収集の模式図であって
、図１Ａは、ユーザの入力によって確認するデータを示す。
【図１Ｂ】図１Ａ～図１Ｃは、本発明の実施例における栽培データ収集の模式図であって
、図１Ｂは、インターネットを介して取得するデータを示す。
【図１Ｃ】図１Ａ～図１Ｃは、本発明の実施例における栽培データ収集の模式図であって
、図１Ｃは、センサの監視測定によって得るデータを示す。
【図２】図２は、栽培データを次元に基づいて分類、記憶することを示す。
【図３Ａ】図３Ａ～図３Ｅは、本発明の実施例における評価モデルであって、図３Ａはモ
デル確立の思想の原則を示す。
【図３Ｂ】図３Ａ～図３Ｅは、本発明の実施例における評価モデルであって、図３Ｂは栽
培評価指標を示す。
【図３Ｃ】図３Ａ～図３Ｅは、本発明の実施例における評価モデルであって、図３Ｃはモ
デルの合理性の判断方法を示す。
【図３Ｄ】図３Ａ～図３Ｅは、本発明の実施例における評価モデルであって、図３Ｄは異
常データの処分を示す。
【図３Ｅ】図３Ａ～図３Ｅは、本発明の実施例における評価モデルであって、図３Ｅは評
価公式を示す。
【図４】図４は、本発明の実施例におけるインテリジェント栽培を示す。
【図５】図５は、本発明の実施例におけるスター型ネットワークユニット（例えば家庭用
スター型ネットワーク）が構成する構造図である。
【図６】図６は、本発明の実施例におけるインテリジェント栽培システム全体構成の概念
図である。
【図７】図７は、本発明の実施例における閉ループ最適化プラットフォーム実施方式の模
式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下では、図面を参照して本発明の具体的な実施形態について具体的に説明する。
【００２３】
　上記部分で全体的に説明したように、本発明のインテリジェント栽培管理システムは、
データ収集装置と、分類及びマーク装置と、コントロール装置とを備え、データ収集操作
、分類及びマーク操作、コントロール操作をそれぞれ実行する。
[データ収集操作]
　図1A～図1Cは、本発明の実施例における栽培データ収集の模式図である。本実施例にお
いて、データ収集方法は、ユーザが入力して確認する方式（図1A）と、インターネットに
アクセスして取得する方式（図1B）と、センサで監視測定する方式（図1C）とを含む。
【００２４】
　植物データの性質から言えば、収集が必要なデータは、植物の栽培情報と、当該栽培装
置が位置する環境情報と、栽培条件情報と、収集する植物の植物特徴との四つに分けられ
る。
【００２５】
　（1）植物の栽培情報の収集
　植物の栽培情報は、植物の品種と、栽培面積と、栽培時間と、土壌情報とを含む。土壌
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情報は、土壌基質の種類と、元肥の種類と、土壌基質と元肥の混合割合と、土壌ph値と、
土壌の導電率とを含む。これら植物栽培情報は、ユーザの入力及び測定設備の測定によっ
て得られる。
【００２６】
　植物の品種は、当該植物の分布地帯特性（例えば、それが通常は温帯地域に分布するの
かそれとも熱帯地域に分布するのか）、当該植物の形態（根、茎、葉、実などの形態を含
む）、当該植物が要する光の照射特性、水分特性、温度特性、肥沃度の需要、当該植物に
よく見られる病虫害などといった、特定の植物の種類の関連データを含んでもよい。この
部分の情報データは、ユーザが入力する植物品種に基づき、検索技術を用いてインターネ
ットを経由して取得する。
【００２７】
　なお、上記植物栽培情報は、栽培開始時に取得して収集すればよく、随時監視する必要
はない。
【００２８】
　（2）栽培装置が位置する環境情報の収集
　環境情報データは、住所情報と位置情報とを含む。住所情報は、例えば栽培装置が位置
する住宅の居住団地情報である。位置情報は、栽培装置が室内にある場合は、住宅が位置
する階、栽培装置が部屋の中に置かれているかそれとも閉鎖式のベランダに置かれている
か、置かれた部屋もしくは閉鎖式のベランダの向き、窓の採光状況が含まれ、もしくは、
栽培装置が屋外にある場合は、栽培装置が中庭に置かれているか、物干し台に置かれてい
るか、屋上に置かれているか、開放式のベランダに置かれているかが含まれる。これらの
環境情報はユーザの入力により得ることができる。これらの栽培環境情報は栽培開始時に
取得して収集すればよく、随時監視する必要はない。
【００２９】
　また、栽培環境情報は、毎日の当該地理位置における温度情報（例えば、一時間ごとの
温度、毎日の最高気温及び最低気温など）、風力情報、日照情報、風雨雪霧などといった
、気象分類の情報をさらに含んでもよい。これらの環境情報は、ユーザが入力した住所情
報に基づき、インターネットにアクセスして定期的に取得する。
【００３０】
　（3）栽培条件の収集
　栽培条件は、降雨量と、空気条件と、土壌条件と、光の照射条件とを含む。
空気条件は、空気温度、空気湿度、通風状況、酸素含有量、二酸化炭素含有量、有害ガス
含有量、吸入性粉塵などを含んでよい。吸入性粉塵は、PM10、PM2.5、もしくはPM10とPM2
.5の両者である。
【００３１】
　土壌条件は、土壌のph値と、土壌の導電率と、土壌温度と、土壌湿度との中から一つも
しくは複数を選択する。
【００３２】
　光の照射条件は、照度と、光の照射時間との中から一つもしくは複数を選択する。
【００３３】
　これらの栽培条件に関する情報は、各種測定設備を介して得られ、測定操作は所定のタ
イミングで行うか、又は所定の時間間隔で行うか、又はその他の方法に従って設定された
測定の起動時刻に行うことができる。
【００３４】
　（4）植物特徴の収集
　植物特徴は、栽培過程情報及び収穫した植物の特徴を含む。
【００３５】
　栽培過程情報は少なくとも、発芽数及び栽培面積に基づいた、発芽成功率と、発芽まで
の時間及び播種時間に基づいた、発芽所要時間と、葉の生長健康状況と、病虫害の状況と
、植物の苗株の高さ及び葉の面積とを含む。これらの栽培過程情報は、ユーザの入力と/
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又は測定設備を介して取得し、例えば、写真撮影して写真を分析処理することで取得する
。栽培過程情報の取得操作は所定のタイミングで行うか、又は所定の時間間隔で行うか、
又はその他の方法に従って設定されたこの操作の起動時刻に行うことができる。
【００３６】
　収穫した植物の特徴は少なくとも、単位栽培面積の収穫状況と、単位栽培面積内の果実
量と、植物の開花期と、栽培者の主観的評価とを含み、生長過程における自己評価、収穫
状況の自己評価、果実/葉野菜の食感評価、観葉植物の評価が含まれる。これらの収穫し
た植物の特徴は、ユーザの入力及び/又は測定設備を介して取得し、例えば、写真撮影し
て写真を分析処理することで取得する。
【００３７】
　なお、上記二種類の植物特徴を収集する手段は、写真撮影もしくは動画撮影などをさら
に含む。
【００３８】
　[分類及び評価マークの操作]
　１．データの分類及び記憶操作
　生命科学自体の複雑性により、植物栽培の過程において収集した各種データ（例えば、
温度、湿度、光の照射などのデータ）は、同一/類似の次元（即ち、同一/類似の環境）に
おいて比較評定してこそ意義のあるものであって、また、そのようにした場合に限って実
際にさらに栽培指導をすることができる。
【００３９】
　よって、収集した栽培データは特定の次元に基づいて分類して記憶しなければならない
。これらの次元には、住所情報次元、栽培環境情報、栽培情報などが含まれるが、これら
に限らない（図2を参照）。
【００４０】
　以下では、具体的に例を挙げて説明する。北京の「天通苑」団地の住居内で栽培し、栽
培装置を室内の閉鎖式のベランダに置き、同じ土壌配合比で、4月初旬にパクチーを植え
、その生長周期内のデータを、一つの次元の下でのデータの集合とする。同時期に40戸の
住居においてパクチーを植え、この場合、栽培状況の評定はこの40人の栽培データの集合
（一つの分類として）内で実行されるよう制限される。同時期にこの次元にて一戸の住居
しかパクチーを植えず同一地区の栽培データが少ない場合は、類似の条件（近隣地区もし
くは類似の次元）のデータを探し合併処理して同一の分類とし、後続で、好適な栽培条件
データを選ぶ際に評定して好適なものを選ぶ。例えば、北京の「回龍観」団地はその地理
位置が近いため、「天通苑」団地と類似した団地とし、当該「回龍観」団地の室内の閉鎖
式のベランダにおいて、4月初旬に同じ土壌配合比でパクチーを植えたデータの集合を、
類似した条件のデータ集合として分類する。つまり、天通苑のデータが少ないとき、近隣
地区のデータを選択して合併処理し同一の分類とすることができる。後続やその後に、好
適なデータを選ぶとき、同一分類データの中で評定して好適なもの選ぶ。
【００４１】
　２．データの評価分析操作
　図３Ａ～図３Ｅは、本発明の実施例における評価モデルであって、図３Ａはモデル確立
の思想の原則を示し、図３Ｂは栽培評価指標を示し、図３Ｃはモデルの合理性の判断方法
を示し、図３Ｄは異常データの処分を示し、図３Ｅは評価公式を示す。
【００４２】
　適切な栽培条件（例えば、温度、湿度、土壌条件）から、より好ましい植物特徴を備え
た（例えば、苗株の高さ、果実収穫量、果実/葉野菜/根茎の食感など）植物が得られるこ
とを当業者は既に知っている。よって、植えつけた植物が良好な植物特徴を備えていれば
、その栽培過程における栽培条件は適切なものであるということを意味する。
【００４３】
　産品の質が製造技術工程によって決まることと同じように、植物の収穫も栽培過程によ
って決まり、両者は正の相関関係にある。これは、評価モデル全体の基本的な原則である
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。
【００４４】
　したがって、図3Aに示すように、本発明では植物特徴（栽培過程情報及び収穫した植物
の特徴を含む）の評価もしくはスコア分析によって、スコアの高い植物を選び、当該植物
栽培過程において収集して得た栽培条件データを（好適データとして）マークして記憶す
る。その後、次回の植物栽培時に、マークされた当該植物栽培条件データを用いて次の栽
培を指導する。
【００４５】
　栽培条件と植物特徴との間の関係を確定するときは、種を植える過程それぞれの、結果
に対する影響が累加関係であるかどうか、又は倍数関係（即ち、乗法関係）であるかどう
か、又はその他の関係であるかどうかというような関係を考慮できる。
【００４６】
　よって、如何にして植物栽培過程及び収穫状況を評価するか、如何にして両者間の関係
を構築するかということは、データ評価を行う際の鍵となる。この点に関して、本発明は
、新たなデータ取得もしくは選択方法をなしており、つまり、大量の栽培データに基づい
て分析処理した後、植物栽培過程及び収穫状況のデータを評価する。
【００４７】
　同一もしくは類似の条件下でどのような植物特徴データが好適であるかを判断する選択
過程において、大きなデータの分析は大量のデータに係るため、好適なものを選ぶ過程に
はできるだけ少ない人為的介入が必要であり、より多くのデータ分析は情報技術自動化を
用いて進められる。
【００４８】
　上記で述べたように、植物特徴は栽培過程情報と収穫された植物の特徴との二つの大分
類に分けられる。本実施例では、この二種類の植物特徴を総合的に採点する。
【００４９】
　よく測定される成長生理指標には、光合成速度、葉緑素含有量、葉の水ポテンシャル、
気孔伝導度、葉面積などの指標がある。
【００５０】
　植物の生長量は、植物器官の新鮮重量、乾燥重量、長さ、面積、直径などによって表さ
れる。植物生長累積量は生長の積み重ねの数量であって、測定時における植物材料の実際
の数量であり、植物の見た目に相当する。生長速度は、生長の速さを表すものであって、
植物の伸び方に相当し、絶対生長速度と相対生長速度との二つの表現がある。相対生長量
が表すのは、一定時間内における、植物の純増加生物量が処理前の生物量に占める百分率
である。
【００５１】
　従来の生長量の測定は往々にして、摘み取り後に実験室において、新鮮重量、乾燥重量
、長さなどの測定を基に比較して評定するものである。光合成速度、葉緑素含有量の測定
は実験室環境でしか測定できない。上記これらの指標の測定目標は植物自体の状況である
。また、さらにこの中の、人が介入した栽培過程について評定する必要があり、複数株の
植物が形成する群生の相互影響を考慮に入れ、植物の生長過程と収穫状況の正の相関関係
を構築し、さらには、過程と収穫を関連させ、栽培過程の標準化、プロセス化、プラント
化を実現するために、大量のデータを累積し良好な基礎を築く。
【００５２】
　図３Ｂが示す栽培評価の内容には、栽培過程評価と、栽培収穫評価と、主観的評価とを
含む。
【００５３】
　２．１．栽培過程の評価
　栽培過程は、播種過程と、植物成長過程と、栽培管理過程とに関わる。本実施例ではこ
れらの過程についてそれぞれ評価する。
【００５４】
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　２．１．１播種過程の評価
　播種過程は主に発芽状況に関わり、栽培密度（発芽成功率）もしくは発芽に要した時間
をパラメータ指標として評価することができる。この二つの指標を用いて播種育苗過程の
成熟度を評価する。
【００５５】
　栽培密度（発芽成功率）＝発芽数／栽培面積
　播種公認の発芽時間＋三日間の写真を抽出し、写真を処理して算出することで発芽数を
得る。栽培面積はユーザが確認したデータであって、ユーザが入力するという方式で取得
する。
【００５６】
　適切な栽培密度は、過去のデータもしくは公認のデータと比較してもよい。栽培密度が
高すぎれば植物の正常な生育に影響し、栽培密度が低すぎれば最終的な収穫成果に影響す
る。
【００５７】
　発芽に要する時間＝発芽までの時間－播種時間
　播種後の公認の発芽時間+三日間の写真を抽出し、多数の新芽が現れない日時を発芽ま
での時間とするという方式によって栽培の発芽までの時間を取得する。
【００５８】
　２．１．２生長過程の評価
　植物の葉の生長状況は、葉のしおれ、枯れ、苗株の死という状況が発生したかどうか、
発生した回数、及んだ苗株の数量などである。この状況は栽培過程における画像データを
観測することで判断する。
【００５９】
　栽培過程において虫害が発生したことがあるかどうか、発生回数。この状況は栽培過程
における画像データを観測することで判断する。
【００６０】
　植物の育ち具合については、同一の生長時間にある植物の苗株の高さ及び葉の大きさを
考慮してもよい。この状況は栽培過程における画像データを観測することで判断する
　果樹については、実がなるまでに要した時間の長さを考慮することができる。
【００６１】
　なお、生長過程において、栽培データ閾値を超えるという状況が生じたかどうかを考慮
してもよい。
【００６２】
　２．１．３栽培管理過程の評価
　栽培管理過程には、灌水管理と、温度制御管理と、病虫害管理と、間引き剪定授粉管理
などとを含む。以下では、各管理過程の評価内容について詳細に説明する。
【００６３】
　（1）灌水管理の評価
　誰もが知っているように、植物の灌水量に対する需要は、植物の種類の違いによって異
なり、水量が多すぎるもしくは少なすぎることはいずれも植物の生長に不利である。
【００６４】
　よって、植物類型の違いに応じて異なった灌水策を用い、例えば、ツツジ、ツバキ、オ
ガタマノキ、クチナシ、チャランなどの湿潤を好む花卉は「表面が乾燥したら潤す」を原
則として灌水する。即ち、栽培媒体の表面層が白くなるという状況が見られたら灌水し、
湿潤するまで灌水すればよい。ラン、ロウバイ、テンジクアオイなどの、乾燥を好み積水
に耐えない鉢植えは「完全に乾燥してから完全に潤す」という原則で灌水するよう考慮す
る。即ち、栽培媒体が乾燥した状況において灌水する。ゴヨウマツ、クロマツ、乾生植物
については「完全に乾燥していなければ湿らせない」の原則で灌水するよう考慮し、即ち
、栽培媒体が完全に乾燥した状況において灌水し、且つ水たまりができないように注意す
る。
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【００６５】
　灌水量に関して、株において根部分が黒く変色して腐食が生じたことがあるかどうか（
過剰灌水）、株の枯れが生じたかどうか（過少灌水）、株の土壌湿度、空気湿度が閾値を
超えたかどうかに注意しなければならない。
【００６６】
　また、灌水時間を合理的に選択するために、通常の状況において、灌水は植物の生長活
動時に行われるべきであるが、強烈な日差しを避ける必要がある。よって、一般的に言え
ば、冬季は午前9～10時以降に灌水し、夏季は朝8時前と午後5時以降に灌水する。
【００６７】
　なお、灌水は、栽培装置の配置位置をさらに考慮する必要があり、太陽の直射日光下に
ある植物について、朝の灌水量は多くしなければならず、そのようにしなければ、日差し
の下、水は午後まで持たずに蒸発してしまう。
【００６８】
　（2）温度制御管理評価
　例えば、スイカの播種に適した温度は20～25度で、生育温度は15～35度であるというよ
うに、植物の生長段階の違いによって温度の要求は異なる。よって、温度の制御は、植物
の異なる段階における異なる需要を考慮しなければならない。
【００６９】
　夏の温度が高すぎるときは、水まきして温度を下げるもしくは遮光するといった、温度
を下げる処理を速やかに行わなくてはならない。
【００７０】
　冬季に温度が低すぎる場合は、加熱保温処理を速やかに行わなくてはならない。
【００７１】
　（3）病虫害管理
　病害、虫害が発生したことがあるかどうか、発生回数。葉、果実が病害、虫害の影響を
受けたかどうか。例えば、虫害予防剤（黒斑病、腐敗病及びその他の病原菌や胞子の芽生
えを防止できる生姜水）などの散布といった、病害、虫害予防操作を行ったことがあるか
どうか。病害、虫害が発生した後、殺虫剤（例えば、アブラムシを駆除する山椒水）散布
などのように、速やかに処理したかどうか。
【００７２】
　(4）間引き剪定授粉管理
　播種後、栽培密度が高いとき、苗の間引き処理をする必要があり、また、間引き処理が
植物栽培の間隔の奨励基準に達しているかもしくは近づいているかに注意する必要がある
。このほか、植物の生長過程において、剪定及び授粉管理をする必要があり、剪定する必
要がある枝が現れるかどうかに留意しなければならず、現れた場合は剪定し、剪定が合理
的かどうかに注意しなければならない。授粉が必要な場合、授粉をするかどうか。
【００７３】
　２．２栽培収穫評価
　葉野菜について、その栽培収穫特徴が指すのは、摘み取り期の単位面積内の収穫状況で
ある。写真の比較によって摘み取り量を確認でき、及び/又は、ユーザが摘み取って計量
しシステムに入力することができる。
【００７４】
　果実について、その栽培収穫特徴が指すのは、単位面積内の結果量である。写真の比較
によって摘み取り量を確認でき、及び/又は、ユーザが摘み取って計量しシステムに入力
することができる。
【００７５】
　観葉植物について、その栽培収穫特徴が指すのは、開花期の状況である。異なる時間の
写真を比較することによって、開花時間及び経過時間の長さを確認する。
【００７６】
　２．３主観的評価
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　主観的評価は、植物栽培者の自己主観的評価であり、生長過程についての自己評価、収
穫状況についての自己評価、果実/葉野菜の食感評価、及び/又は、観葉植物の評価が含ま
れる。
【００７７】
　２．４モデルの合理性の評定
　構築したモデルが合理的に使用可能かどうかを確保及び検査するために、評価基準を確
定する必要がある。本実施例では、図3Cに示すように、モデルの合理性判定の原則は以下
の通りである。
・一株の場合、同一条件下において、過程と収穫は正の相関関係である。
・群生生長時、同一条件下において、過程と収穫はやはり正の相関関係である。
・味の採点には拒否権がある。これは、我々が求めるのは健康と安全であって、生産量で
はないためである。野菜や果物について言えば、味のよしあしは、生産量の重要性をはる
かに超えるものである。
【００７８】
　２．５評価ステップ
　ステップ1、同一/類似次元のデータの集合を抽出する。ステップ2、栽培中の播種育苗
過程について評価する。ステップ3、生長過程指標を用いて生長過程を評価する。ステッ
プ4、管理過程指標を用いて管理過程を評価する。ステップ5、栽培収穫指標を用いて収穫
状況を評価する。ステップ6、以前の好適栽培データにおける、関連過程評価一件一件と
比較して、比較結果を記録する。ステップ7、指標評価が完了した後、異なる重み付け値
を用いて、各過程及びその指標が得た栽培過程の全体スコアを総合する。ステップ8、好
適栽培データを選び、以前の好適栽培データの各監視測定項目と曲線当てはめする。ステ
ップ9、同一の時間点の値の差を求め、微分する。変化の傾向が一致するかどうか、差の
値が予め設定された値を超えるかどうかを注視する。ステップ10、一致しない、もしくは
予め設定した閾値を越えた場合は変異データとしてマークする。ステップ11、同時期（植
物生長過程が同時期）の栽培エキスパート栽培過程の各測定データと曲線当てはめする。
ステップ12、同一の時間点の値の差を求め、微分する。変化の傾向が一致するかどうか、
差の値が予め設定された値を超えるかどうかを注視する。ステップ13、一致しない、もし
くは予め設定した値を越えた場合は変異データとしてマークする。ステップ14、同一デー
タが変異データとして二回マークされた場合は、システム栽培エキスパートへ人為的介入
処理するように通知する。ステップ15、ユーザの自己主観的評定を参考にし、各過程及び
総合評定のスコアがともに高いデータを選ぶ。ステップ16、選んだ好適栽培データをバー
ジョンに加え、好適栽培モデルに加える。
【００７９】
　上記のステップ8からステップ14は、異常データ処分ステップであり、下記にて異常デ
ータの処分について具体的に説明する。
【００８０】
　図３Ｄに示すように、本実施例では、同時期の栽培エキスパート過程データと比較する
ことと、以前の好適データと比較することとの二つの方式を用いて異常データを処分する
。
【００８１】
　同時期の栽培エキスパート栽培過程の各測定データと曲線当てはめする。同一の時間点
の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致するかどうか、差の値が予め設定された値を
超えるかどうかを注視する。一致しない、もしくは差の値が予め設定された値を超えた場
合は変異データとしてマークする。
【００８２】
　以前の好適データと比較するときは、好適栽培データを選び、以前の好適栽培データの
各監視測定項目と曲線当てはめする。同一の時間点の値の差を求め、微分する。変化の傾
向が一致するかどうか、差の値が予め設定された値を超えるかどうかを注視する。一致し
ない、もしくは予め設定された値を超えた場合は変異データとしてマークする。



(17) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

【００８３】
　変異データとして二回マークされた過程データは好適データの集合から除去されて、シ
ステム栽培エキスパートへ人為的分析、研究、介入するように通知される。
【００８４】
　２．６公式
　評価公式は、植物過程特徴及び植物収穫特徴に基づき、本発明の実施例では、図3Eに示
すように、以下のような評価公式を選択する。
【００８５】
　総合スコア=（過程ウェイト*（播種ウェイト*播種指標スコア+施肥ウェイト*施肥指標
スコア+管理ウェイト*管理過程スコア+病虫害ウェイト*病虫害過程スコア+摘み取りウェ
イト*摘み取り過程スコア）+収穫ウェイト*（主観ウェイト*主観スコア+客観ウェイト*客
観スコア））味スコア
　ここでは、大量の実験を通じ、各過程、指標のウェイトを確認する。重みづけ値は各過
程及び指標の、収穫と結果に対する影響力を決める。
【００８６】
　[コントロール操作]
　コントロール操作は、好適植物特徴に対応する栽培条件データを使用し栽培の実施を指
導する。コントロールは一つもしくは複数の栽培条件に対して行うことができる。
【００８７】
　具体的な栽培条件は前述のデータ収集部分にて既に具体的に説明した。以下ではいくつ
かの栽培条件のコントロール方法について説明する。
【００８８】
　１．温度コントロール
　ステップ1.　一時間ごとに測定し、目下の栽培環境の温度（土壌温度及び空気温度）を
取得し、アクセスモジュールを介して閉ループ最適化プラットフォームへアップロードす
る。
【００８９】
　ステップ2.　閉ループ最適化プラットフォームは好適データを用いて比較し、温度が閾
値から外れているかどうかを確定する。
【００９０】
　ステップ3.　閾値を外れていない場合は終了する。
【００９１】
　ステップ4.　閾値から外れていた場合は、温度がある値に達するようにコントロールす
るといった、関連のコントロール情報を生成する。
【００９２】
　ステップ5.　制御システムがアクセスモジュールを介してコントロール情報が存在する
かどうかを問い合わせる。
【００９３】
　ステップ6.　制御システムがコントロール情報をダウンロードして取得し、5分に一度
といった、温度測定の頻度を調節するよう測定モジュールに通知する。
【００９４】
　ステップ7.　コントロール情報に基づき温度をコントロールする。超過した場合は水を
まいて温度を下げるか又は遮光し、低い場合は加熱して温度を上げる。
【００９５】
　ステップ8.　測定モジュールが周期的に温度の変化を制御システムへ送信する。
【００９６】
　ステップ9.　制御システムがコントロール目標を比較し、温度がコントロール目標に達
したかどうかを判断する。
【００９７】
　ステップ10.　達した場合はコントロールを停止する。コントロール結果を閉ループ最
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適化プラットフォームへアップロードする。達していない場合は引き続きコントロールす
る。
【００９８】
　２．湿度コントロール
　ステップ1.　四時間ごとに測定し、目下の栽培環境の湿度（土壌湿度及び空気湿度）を
取得し、アクセスモジュールを介して閉ループ最適化プラットフォームへアップロードす
る。
【００９９】
　ステップ2.　閉ループ最適化プラットフォームは好適データを用いて比較し、湿度が閾
値から外れているかどうかを確定する。
【０１００】
　ステップ3.　閾値を外れていない場合は終了する。
【０１０１】
　ステップ4.　閾値から外れていた場合は、湿度がある値に達するようにといった、関連
のコントロール情報を生成する。
【０１０２】
　ステップ5.　制御システムがアクセスモジュールを介してコントロール情報が存在する
かどうかを問い合わせる。
【０１０３】
　ステップ6.　制御システムがコントロール情報をダウンロードして取得し、30秒に一度
測定するといった、湿度測定の頻度を調節するよう測定モジュールに通知する。
【０１０４】
　ステップ7.　コントロール情報に基づいてコントロールし灌水する。
【０１０５】
　ステップ8.　測定モジュールが周期的に湿度の変化を制御システムへ送信する。
【０１０６】
　ステップ9.　制御システムがコントロール目標を比較し、湿度がコントロール目標に達
したかどうかを判断する。
【０１０７】
　ステップ10.　達した場合はコントロールを停止する。コントロール結果を閉ループ最
適化プラットフォームへアップロードする。達していない場合は引き続きコントロールす
る。
【０１０８】
　３．照度コントロール
　ステップ1.　一時間ごとに測定し、目下の栽培環境の照度を取得し、アクセスモジュー
ルを介して閉ループ最適化プラットフォームへアップロードする。
【０１０９】
　ステップ2.　閉ループ最適化プラットフォームは好適データを用いて比較し、照度が閾
値から外れているかどうかを確定する。
【０１１０】
　ステップ3.　閾値を外れていない場合は終了する。
【０１１１】
　ステップ4.　閾値から外れていた場合は、2時間遮光するかもしくは指定の光の照射量
になるまでLED補光するなどといった、関連のコントロール情報を生成する。
【０１１２】
　ステップ5.　制御システムがアクセスモジュールを介してコントロール情報が存在する
かどうかを問い合わせる。
【０１１３】
　ステップ6.　制御システムがコントロール情報をダウンロードして取得し、30分に一度
といった、光の照射測定の頻度を調節するよう測定モジュールに通知する。
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【０１１４】
　ステップ7.　コントロール情報に基づきコントロールし、LED補光/遮光処理をする。
【０１１５】
　ステップ8.　測定モジュールが周期的に照度の変化及びを光の照射時間の長さを制御シ
ステムへ送信する。
【０１１６】
　ステップ9.　制御システムがコントロール目標を比較し、光の照射がコントロール目標
に達したかどうかを判断する。
【０１１７】
　ステップ10.　達した場合はコントロールを停止する。コントロール結果を閉ループ最
適化プラットフォームへアップロードする。達していない場合は引き続きコントロールす
る。
【０１１８】
　４．土壌肥沃度コントロール
　本実施例では、土壌導電率を測定することで土壌の肥沃度レベルを表示する。
【０１１９】
　ステップ1.　目下の栽培環境の土壌導電率を測定して取得し、アクセスモジュールを介
して閉ループ最適化プラットフォームへアップロードする。
【０１２０】
　ステップ2.　プラットフォームは、植物の目下の生長段階と、前回の測定時間と、目下
の土壌導電率とに基づき、コントロールが必要かどうかを判断する。
【０１２１】
　ステップ3.　コントロールが必要な場合、液体肥料をどれぐらい水に加えるかといった
コントロール情報を生成し、土壌導電率を調整する。
【０１２２】
　ステップ4.　制御システムがアクセスモジュールを介してコントロール情報が存在する
かどうかを問い合わせる。
【０１２３】
　ステップ5.　制御システムがコントロール情報をダウンロードして取得し、土壌導電率
測定の頻度を調節するよう測定モジュールに通知する。
【０１２４】
　ステップ7.　コントロール情報に基づき、液体肥料と水を混合する。
【０１２５】
　ステップ8.　次回の灌水時に肥料と水を一緒にまく。
【０１２６】
　ステップ9.　測定モジュールが周期的に土壌導電率レベルを制御システムへ送信する。
【０１２７】
　５．除虫コントロール
　ステップ1.　ユーザの栽培品種に基づき対応する病虫害の薬物を提供し、ユーザが制御
設備に加える。
【０１２８】
　ステップ2.　目下の栽培環境の病虫害状況の写真を監視測定して取得し、アクセスモジ
ュールを介して閉ループ最適化プラットフォームへアップロードする。
【０１２９】
　ステップ3.　プラットフォームは写真処理を介して識別し、虫害の発生を確認した場合
、コントロール情報を生成する。
【０１３０】
　ステップ4.　 制御システムがアクセスモジュールを介してコントロール情報が存在す
るかどうかを問い合わせる。
【０１３１】
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　ステップ5.　 制御システムがコントロール情報をダウンロードして取得する。
【０１３２】
　ステップ6.　コントロール情報に基づき、除虫材と水を混合する。
【０１３３】
　ステップ7.　 次回の灌水時に水と一緒に散布する。
【０１３４】
　ステップ8.　例えば、毎日一回というように、このコントロール措置を指定日数続けて
実施する。具体的なコントロール時間間隔はユーザによって設定される。
【０１３５】
　ステップ9.　指定日数後、測定モジュールが病虫害状況の写真をプラットフォームへア
ップロードし、以前の写真と比べて効果を判断する。
【０１３６】
　ステップ10.　効果が明らかでない場合は、人為的な介入措置を取るようユーザへアラ
ート通知する。
【０１３７】
　上記では本発明のインテリジェント栽培システムについて詳細に説明した。以下では本
発明の、当該インテリジェント栽培システムを用いたインテリジェント栽培設備の構造実
施例について説明する。システム全体は、電池、太陽エネルギー/風力エネルギー、電源
の三種類の方法を用いてエネルギーを提供できる。
【０１３８】
　本実施例によれば、インテリジェント栽培設備全体は、インテリジェント家庭用スター
型ネットワーク（複数のスター型ネットワークユニットを含む）と、インテリジェント閉
ループ最適化プラットフォームと、クライアントとの三つの部分からなる。
【０１３９】
　目下の従来の自動灌水又は栽培システムは往々にして、既に設定された固定操作に基づ
いて制御するものである。しかし、ユーザによって異なる行動習慣がある。より多く自分
で制御し、何事も自分で把握するという感覚を好む人もいれば、アシスタントが付き添い
絶えず注意喚起してくれるのを好む人もおり、専門家の意見に従うことを好む人もいれば
、簡単であればあるほど良いとの要望を持つ人もいる。
【０１４０】
　より多くのユーザの要求を満たし、より多くの人に使用してもらい、より好ましく規模
効果をなすために、システムは、エキスパートモード、アシスタントモード、追従モード
、初心者モードの四つの異なる実施モードを提供する。
【０１４１】
　エキスパートモードには、1-N個の環境測定モジュール、0-N個の制御システム、一つの
アクセスモジュールを配置する。エキスパートモードは、完全にユーザに制御させ、エキ
スパートが栽培過程の各方面の詳細を自己管理で制御し、システムは注意喚起とアラート
のみを担当する。環境パラメータの異常時、例えば、何日も続けて灌水を忘れた場合、シ
ステムはクライアントを介してエキスパートユーザへアラート喚起し、エキスパートユー
ザ自身が処理する。エキスパートユーザは制御システムを配置することを選択してもよく
、制御システムを配置しないことを選択してもよい。制御システムを配置した場合、栽培
管理はクライアントを介して遠隔制御できる。閉ループ最適化プラットフォームは栽培過
程全体を記録し、関連の栽培データを保存して評価する。
【０１４２】
　アシスタントモードには、1-N個の環境測定モジュール、1-N個の制御システム、一つの
アクセスモジュールを配置する。アシスタントモードは仕事が忙しい栽培エキスパートも
しくはユーザへアシスタントサービスを提供する。ユーザの栽培過程全体では、自己管理
で制御することを主とし、システムはアラート喚起とまれなコントロールを提供する。普
段は、ユーザの自己管理で、灌水、施肥などといった栽培管理を行う。ユーザが操作を失
念したとき、もしくは栽培指標が閾値から外れたときは、システムがまずアラートを発し
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、ユーザに注意喚起する。指定時間内にユーザが自主的にコントロールしなかった場合、
システムが自動コントロールしてユーザへ通知する。
【０１４３】
　追随モードには、1-N個の環境測定モジュール、1-N個の制御システム、一つのアクセス
モジュールを配置する。栽培開始時に、ユーザはクライアントを介して、自分の栽培環境
に類似した信頼できるエキスパートユーザを選択して、当該エキスパートユーザと同一の
栽培品種を植え付けする。栽培過程全体では、必ず手作業で行わなければならない作業（
例えば、播種、剪定、収穫など）を除いた、灌水、施肥、補光、通風などといったその他
の作業は、全て自動的に、追従先のエキスパートのデータに基づいて操作される。ユーザ
の操作量を最も少なくできる。このような方法は、ユーザがエキスパートに追従して栽培
の過程を学習することである。過程において、ユーザはクライアントを使用して、追従先
のエキスパートユーザと随時交流、討論、学習できる。ユーザはクライアントを介して、
栽培過程のデータを回顧、マークし、体験を追加することもできる。
【０１４４】
　初心者モードには、1-N個の環境測定モジュール、1-N個の制御システム、一つのアクセ
スモジュールを配置する。栽培過程全体において、例えば、播種、剪定、収穫などの、必
ず手作業で行わなければならない作業を除いた、灌水、施肥、補光、通風などといったそ
の他の作業は、全て自動的に、システムの好適な栽培データに基づいて操作される。初心
者ユーザの操作量は最も少なくなる。
【０１４５】
　図４を参照すると、そこでは、インテリジェント栽培の概要過程が説明されている。ス
テップ1、栽培ユーザが、栽培情報、地理情報、環境情報などを含む、ユーザが確認した
関連の情報を閉ループ最適化プラットフォームへ入力する。ステップ2、測定モジュール
が植物の関連情報を測定して、これをアクセスモジュール及び遠隔操作モジュールへ送信
する。ステップ3、アクセスモジュールがインターネットへアクセスして、情報を閉ルー
プ最適化モデルに伝送する。ステップ4、アクセスモジュールを介して、遠隔制御モジュ
ールが、コントロールが必要かどうかの問い合わせを閉ループ最適化モデルへ送信する。
ステップ5、閉ループ最適化モデルは測定データ、植物関連情報、前回のコントロール状
況などの情報に基づき、制御が必要かどうかを判断する。ステップ6、必要な場合、閉ル
ープ最適化モデルはコントロール情報を生成し、アクセスモジュールを介してこれを遠隔
制御モジュールへ伝送する。ステップ7、遠隔制御モジュールはコントロール情報に基づ
いて、灌水、施肥などといった植物栽培条件の調節をする。ステップ8、コントロール過
程において、測定モジュールは、関連情報の変化を遠隔制御モジュールへ随時伝送する。
ステップ9、遠隔制御モジュールはコントロール目標に達したかどうかを判断する。ステ
ップ10、コントロール目標に達したらコントロールを停止して、アクセスモジュールを介
してコントロール結果を閉ループ最適化モデルへ伝送する。
【０１４６】
　図５に示すように、一つのスター型ネットワークユニットには、環境測定、制御システ
ム、インターネットアクセスの三つの部分を含み、各部分間は低エネルギー消費のワイヤ
レスネットワークを介して接続される。システム実行時、一つのスター型ネットワークに
おいて環境測定は1からN個、遠隔制御は0からN個、インターネットアクセスは1個である
。
【０１４７】
　本発明の具体的な実施例の一つにおいて、データ収集装置及びコントロール装置は独立
した栽培環境（例えば、各家庭）に置かれる。本発明では、この部分をインテリジェント
家庭用スター型ネットワークと総称することもでき、環境測定モジュール、制御システム
、アクセスモジュールの三つの部分を含む。
【０１４８】
　アクセスモジュールはインターネットを介してデータをインテリジェント閉ループ最適
化プラットフォーム（以下で説明する）へ上げ、インテリジェント閉ループ最適化プラッ



(22) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

トフォームからのコントロールデータを受信する。アクセスモジュールは低エネルギー消
費のワイヤレス接続を介してコントロールデータを制御システムへ伝送する。制御システ
ムはコントロールデータに基づき、灌水、補光/遮光、酸素/二酸化炭素補給、温度を下げ
る、温度を上げる、施肥、通風、除虫などの操作を行って、リアルタイムで環境測定デー
タを比較し、コントール目標に達したかどうかを注視する。無線伝送モジュールはアドホ
ックネットワークであってよく、測定データを制御モジュール及びアクセスモジュールへ
伝送する。
【０１４９】
　測定設備には各種の対応するセンサを含み、測定した情報データは低エネルギー消費の
無線伝送モジュールを介して伝送するか、もしくはアクセスモジュールへアップロードし
、アクセスモジュールが閉ループ最適化プラットフォームへ伝送し、例えば、下記にて説
明する閉ループ最適化プラットフォームへ伝送する。測定モジュールは指定された頻度も
しくは時間間隔でデータを取得して、アクセスモジュールを介してこれをアップロードす
る。例えば、温度、湿度、写真などを一時間の頻度でデータアップロードする。
【０１５０】
　図６に示すように、ユーザ毎に内部に一つのスター型ネットワークユニットを構成し、
スター型ネットワークユニットと閉ループ最適化プラットフォームはインターネットを介
して接続され、クライアントはインターネットを介して閉ループ最適化プラットフォーム
へ接続されて、アラート、目下の栽培状況などの情報を取得し、閉ループ最適化プラット
フォームを介して、権限を受けたスター型ネットワークユニットを手動制御する。
ユーザはクライアントを用いて以下の機能を実現できる。
・栽培過程全体の指導（自動化されたサービスフロー指導と人による指導を含む）。
・リアルタイムで植物の環境データを遠隔観察する。
・アラート情報の受信、人的介入の提示。
・植物の写真を撮影してアップロードし、栽培の楽しみをシェアし、収穫状況をフィード
バックする。
・灌水、補光など、植物環境データを人為的に強制調節する。
・植物関連データベースの問い合わせ。
【０１５１】
　ユーザによって入力される情報には、デフォルトの灌水時間帯などをさらに含んでもよ
い。このような、ユーザが入力する操作は、クライアントを介して、栽培開始時に確認し
て直接入力でき、その後、入力されたデータは、伝送もしくはアップロードでき、例えば
、下記で説明する閉ループ最適化プラットフォームへ伝送される。
【０１５２】
　図７は、インテリジェント閉ループ最適化プラットフォームの実施方式であり、閉ルー
プ最適化プラットフォームが如何にして閉ループの全体的な過程を形成するか、閉ループ
において、栽培の過程を如何に指導するかを説明している。分類及びマークモジュール及
びコントロールモジュールはいずれもインテリジェント閉ループ最適化プラットフォーム
に設けられ、当該インテリジェント閉ループ最適化サービスプラットフォーム（略称、閉
ループ最適化プラットフォーム）は、環境データに基づいて、より最適化された環境比較
データ及びユーザが可能な介入調整（選択可）をマッチング、選択してコントロールデー
タを生成し、インターネットによってアクセスモジュールへ伝送する。コントロールモジ
ュールは閉ループ最適化プラットフォームに設けられ、好適栽培データを用いて指導栽培
する。
【０１５３】
　閉ループ最適化プラットフォーム確立初期は、植物の品種に基づいて光の照射、温度な
ど既知の各種上限、下限データを設定して、順次コントロールデータをフィードバックす
る。第一回目の栽培過程において、大量のユーザ入力データ及び生長周期における環境測
定データを得る。収穫時は、ユーザがクライアント（We Chat/携帯アプリ/PCなど）を用
いて撮影し収穫状況をシェアすること、もしくはシステムの動画観測情報の使用を推奨す



(23) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

る。ユーザの栽培面積及び収穫の写真に基づいて、閉ループ最適化プラットフォームが分
析処理し定量化する。定量化後のデータを比較して、同様の環境データにおいて、より好
ましい栽培データを取得し、次回のコントロール指導データとする。この過程の自動的な
サイクルで徐々に最適化される。
【０１５４】
　当然ながら、必要がある場合は、農業エキスパートによってデータを判断して微調整し
てもよい。もしくは、特定のエキスパートを選択して、同様の環境データにおける栽培デ
ータを比較数とする。
【０１５５】
　閉ループ最適化プラットフォームの自動最適化の過程において、環境データ、栽培過程
、収穫状況を入力とし、機械学習アルゴリズムによって分類して好適なものを選び出し、
より優れた栽培データモデルを得る。
【０１５６】
　図７を参照すると、ステップ1で、ユーザが栽培面積及び栽培品種を確認した後、シス
テムは関連の最適な栽培データがあるかどうかを判断する（栽培データは植物生長周期全
体の各段階の関連データを含む）。ステップ2、ない場合はエキスパート方式へ転向する
。ステップ3、ある場合は最適なデータを使用し、初心者方式へ転向する。ステップ4、植
物生長周期全体における各段階の関連データを記録する。ステップ5、収穫時、ユーザの
写真シェア、体験シェア、自己評価、他人の評価、動画観測情報などの状況によって総合
評価する。ステップ6、収集した大量データを機械学習アルゴリズムによって整理、分類
、分析、評定する。その中からより専門的な栽培エキスパート、より好ましい栽培データ
を得る。この過程では、一部のシステムユーザの介入措置を選択してもよく、アルゴリズ
ムを選択してより速やかに収束させる。ステップ7、閉ループ最適化モデルのデータを更
新する。その後、より多くのユーザが栽培するとき、システムはステップ3に戻る。
【０１５７】
　閉ループ最適化プラットフォームは主に、好適栽培データを用いて栽培を指導する（コ
ントロール処理）ことと、収集した栽培データの中から好適な栽培データを選ぶ（分類及
び評価処理）こととの、二つの部分の機能を含む。
【０１５８】
　本発明内容は以下の内容を含む。
【０１５９】
　（1）異なる環境下に置かれた複数の栽培装置における植物栽培過程を制御するインテ
リジェント栽培管理方法であって、データ収集ステップと、分類及びマークステップと、
コントロールステップとを含み、
　前記データ収集ステップは、
　植物の栽培情報及び当該栽培装置が位置する環境情報を収集して、これをデータ処理シ
ステムへ伝送し、
　所定の時間間隔で、複数の栽培条件における少なくとも一つの栽培条件情報を収集して
、当該栽培条件情報をデータ処理システムへ伝送し、
　植物の植物特徴を収集して、当該植物特徴をデータ処理システムへ伝送し、
　前記分類及びマークステップは、
　前記データ処理システムにおいて、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて分類し、
同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特徴に基づいて
採点して、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコアが高い栽培装
置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関する各分類にお
ける、マークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記コントロールステップは、
　各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、目下の栽培条件情報を、記憶したマーク
された栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超えた場合は、記憶したマー
クされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報とに基づいてコントロールデータを生成し、
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各栽培装置の当該栽培条件をコントロール操作するために、当該コントロールデータを各
栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６０】
　（2）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、
　植物の植物特徴を収集することは、
　植物生長周期の過程において、植物の各段階の栽培過程情報を収集することと、
　収穫後に、収穫した植物の特徴を収集することとを含み、
　前記分類及びマークステップには、
　同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記栽培過程情報及び
　前記収穫した植物の特徴に基づいて採点することを含む、インテリジェント栽培管理方
法。
【０１６１】
　（3）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、目下の植物生長周期にお
ける、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを取得して、これを記憶したスコアの高い栽培
装置の植物特徴のスコアと比較し、前者が後者よりも高い場合は、目下の植物特徴のスコ
アが高い栽培装置の各栽培条件情報をマークし、目下の植物生長周期に関する各分類にお
けるマークした栽培条件情報を記憶する、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６２】
　（4）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、一つ目の植物生長周期に
おいて、収集した目下の栽培条件情報を、予め設定された栽培条件情報と比較し、前者と
後者の差の値が閾値を超えた場合は、予め設定された栽培条件情報を選択してコントロー
ルデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件を制御するために、当該コントロールデー
タを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６３】
　（5）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、
記憶したマークされた栽培条件情報、最終のコントロール操作の時間、最終のコントロー
ル量ならびに閾値のうちの少なくとも一つに基づいて前記コントロールデータを得る、イ
ンテリジェント栽培管理方法。
【０１６４】
　（6）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記分類及びマークステ
ップには、異常データを処分することを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６５】
　（7）（6）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記コントロールステッ
プにおいて、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較すること
は、
　目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間のエキスパート栽培条件と曲
線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しないか、もし
くは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異データとして
マークすることを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６６】
　（8）（6）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記コントロールステッ
プにおいて、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較すること
は、
　目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間の記憶したマークされた栽培
条件と曲線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しない
か、もしくは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異デー
タとしてマークすることを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６７】
　（9）（6）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、変異データとして二回マ
ークされた栽培条件情報を除去して、システム栽培エキスパートへ人為的分析、研究、介
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入するように通知する、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６８】
　（10）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記栽培装置が位置す
る環境情報には、
　栽培装置が位置する住宅の居住団地情報である住所情報と、
　栽培装置が位置する住宅の情報であり、
　栽培装置が室内にある場合は、住宅が位置する階、栽培装置が部屋の中に置かれている
かそれとも閉鎖式のベランダに置かれているか、置かれた部屋もしくは閉鎖式のベランダ
の向き、窓の採光状況が含まれ、もしくは、
　栽培装置が屋外にある場合は、栽培装置が中庭に置かれているか、物干し台に置かれて
いるか、屋上に置かれているか、開放式のベランダに置かれているかが含まれる位置情報
とを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１６９】
　（11）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記植物の栽培情報に
は、植物の品種と、栽培面積と、栽培時間と、土壌情報とを含む、インテリジェント栽培
管理方法。
【０１７０】
　（12）（11）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記土壌情報には、土
壌基質の種類と、元肥の種類と、土壌基質と元肥の混合割合と、土壌ph値と、土壌の導電
率とを含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１７１】
　（13）（2）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記栽培過程情報には
、
発芽数及び栽培面積に基づいた、発芽成功率と、
　発芽までの時間及び播種時間に基づいた、発芽所要時間と、
　葉の生長健康状況と、
　病虫害の状況と、
　植物の苗株の高さ及び葉の面積と、
　灌水管理、温度制御管理、病虫害管理、間引き剪定授粉管理などが含まれる管理過程の
情報とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１７２】
　（14）（2）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記収穫した植物の特
徴には、
　単位栽培面積の収穫状況と、
　単位栽培面積内の果実量と、
　植物の開花期と、
　生長過程における自己評価、収穫状況の自己評価、果実/葉野菜の食感評価、観葉植物
の評価が含まれる栽培者の主観的評価とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェ
ント栽培管理方法。
【０１７３】
　（15）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記栽培条件には、降
雨量と、空気条件と、土壌条件と、光の照射条件とを含む、インテリジェント栽培管理方
法。
【０１７４】
　（16）（15）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記空気条件は、空気
温度と、空気湿度と、通風状況と、酸素含有量と、二酸化炭素含有量と、有害ガス含有量
と、吸入性粉塵との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培管理方法
。
【０１７５】
　（17）（16）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記有害ガスは、ホル
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ムアルデヒドと、ベンゼンと、ラドンと、アンモニアと、揮発性有機化合物と、二酸化イ
オウとのうちの一つもしくは複数である、インテリジェント栽培管理方法。
【０１７６】
　（18）（16）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記吸入性粉塵は、PM
10、PM2.5、もしくはPM10とPM2.5の両者である、インテリジェント栽培管理方法。
【０１７７】
　（19）（15）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記土壌条件は、土壌
のph値と、土壌の導電率と、土壌温度と、土壌湿度との中から一つもしくは複数を選択す
る、インテリジェント栽培管理方法。
【０１７８】
　（20）（15）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記光の照射条件は、
照度と、光の照射時間との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培管
理方法。
【０１７９】
　（21）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記植物特徴を収集す
ることは、写真撮影もしくは動画撮影をさらに含む、インテリジェント栽培管理方法。
【０１８０】
　（22）（1）に記載のインテリジェント栽培管理方法であって、前記コントロール操作
は、灌水と、補光と、遮光と、酸素補給と、二酸化炭素補給と、温度を下げることと、温
度を上げることと、施肥と、通風量を増やすことと、通風量を減らすことと、殺虫剤散布
と、虫害予防剤散布との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培管理
方法。
【０１８１】
　（23）異なる環境下に置かれた複数の栽培装置における植物栽培過程を制御するインテ
リジェント栽培設備であって、
　データ収集装置と、分類及びマーク装置と、コントロール装置とを備え、
　前記データ収集装置は、植物の栽培情報及び当該栽培装置が位置する環境情報を収集し
、所定の時間間隔で、複数の栽培条件における少なくとも一つの栽培条件情報を収集し、
植物の植物特徴を収集して、収集したデータを前記分類及びマーク装置へ伝送し、
　前記分類及びマーク装置は、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて、受信したデー
タを分類し、同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特
徴に基づいて採点して、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコア
が高い栽培装置の植物生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関す
る各分類における、マークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記コントロール装置は、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき、目下の栽培条
件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超
えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報とに基づいてコン
トロールデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件をコントロール操作するために、当
該コントロールデータを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培設備。
【０１８２】
　（24）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、
　植物の植物特徴を収集することは、
　植物生長周期の過程において、植物の各段階の栽培過程情報を収集することと、
　収穫後に、収穫した植物の特徴を収集することとを含み、
　前記分類及びマーク装置が、同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培
装置の前記栽培過程情報及び前記収穫した植物の特徴に基づいて採点する、インテリジェ
ント栽培設備。
【０１８３】
　（25）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の植物生長周期におけ
る、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを取得して、これを記憶したスコアの高い栽培装
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置の植物特徴のスコアと比較し、前者が後者よりも高い場合は、目下の植物特徴のスコア
が高い栽培装置の各栽培条件情報をマークし、目下の植物生長周期に関する各分類におけ
るマークした栽培条件情報を記憶する、インテリジェント栽培設備。
【０１８４】
　（26）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、一つ目の植物生長周期にお
いて、収集した目下の栽培条件情報を、予め設定された栽培条件情報と比較し、前者と後
者の差の値が閾値を超えた場合は、予め設定された栽培条件情報を選択してコントロール
データを生成し、各栽培装置の当該栽培条件を制御するために、当該コントロールデータ
を各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽培設備。
【０１８５】
　（27）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、
記憶したマークされた栽培条件情報、最終のコントロール操作の時間、最終のコントロー
ル量ならびに閾値のうちの少なくとも一つに基づいて前記コントロールデータを得る、イ
ンテリジェント栽培設備。
【０１８６】
　（28）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記分類及びマーク装置が
異常データを処分する、インテリジェント栽培設備。
【０１８７】
　（29）（28）に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の栽培条件情報を、記
憶したマークされた栽培条件情報と比較することは、
　目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間のエキスパート栽培条件と曲
線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しないか、もし
くは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異データとして
マークすることを含む、インテリジェント栽培設備。
【０１８８】
　（30）（28）に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の栽培条件情報を、記
憶したマークされた栽培条件情報と比較することは、
　目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間の記憶したマークされた栽培
条件と曲線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しない
か、もしくは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異デー
タとしてマークすることを含む、インテリジェント栽培設備。
【０１８９】
　（31）（28）に記載のインテリジェント栽培設備であって、変異データとして二回マー
クされた栽培条件情報を除去して、システム栽培エキスパートへ人為的分析、研究、介入
するように通知する、インテリジェント栽培設備。
【０１９０】
　（32）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記栽培装置が位置する環
境情報には、
　栽培装置が位置する住宅の居住団地情報である住所情報と、
　栽培装置が位置する住宅の情報であり、
　栽培装置が室内にある場合は、住宅が位置する階、栽培装置が部屋の中に置かれている
かそれとも閉鎖式のベランダに置かれているか、置かれた部屋もしくは閉鎖式のベランダ
の向き、窓の採光状況が含まれ、もしくは、
　栽培装置が屋外にある場合は、栽培装置が中庭に置かれているか、物干し台に置かれて
いるか、屋上に置かれているか、開放式のベランダに置かれているかが含まれる位置情報
とを含む、インテリジェント栽培設備。
【０１９１】
　（33）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記植物の栽培情報には、
植物の品種と、栽培面積と、栽培時間と、土壌情報とを含む、インテリジェント栽培設備
。
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【０１９２】
　（34）（33）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記土壌情報には、土壌基
質の種類と、元肥の種類と、土壌基質と元肥の混合割合と、土壌ph値と、土壌の導電率と
を含む、インテリジェント栽培設備。
【０１９３】
　（35）（24）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記栽培過程情報には、
　発芽数及び栽培面積に基づいた、発芽成功率と、
　発芽までの時間及び播種時間に基づいた、発芽所要時間と、
　葉の生長健康状況と、
　病虫害の状況と、
　植物の苗株の高さ及び葉の面積と、
　灌水管理、温度制御管理、病虫害管理、間引き剪定授粉管理などが含まれる管理過程の
情報とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェント栽培設備。
【０１９４】
　（36）（24）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記収穫した植物の特徴に
は、
　単位栽培面積の収穫状況と、
　単位栽培面積内の果実量と、
　植物の開花期と、
　生長過程における自己評価、収穫状況の自己評価、果実/葉野菜の食感評価、観葉植物
の評価が含まれる栽培者の主観的評価とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェ
ント栽培設備。
【０１９５】
　（37）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記栽培条件には、降雨量
と、空気条件と、土壌条件と、光の照射条件とを含む、インテリジェント栽培設備。
【０１９６】
　（38）（37）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記空気条件は、空気温度
と、空気湿度と、通風状況と、酸素含有量と、二酸化炭素含有量と、有害ガス含有量と、
吸入性粉塵との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培設備。
【０１９７】
　（39）（38）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記有害ガスは、ホルムア
ルデヒドと、ベンゼンと、ラドンと、アンモニアと、揮発性有機化合物と、二酸化イオウ
とのうちの一つもしくは複数である、インテリジェント栽培設備。
【０１９８】
　（40）（38）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記吸入性粉塵は、PM10、
PM2.5、もしくはPM10とPM2.5の両者である、インテリジェント栽培設備。
【０１９９】
　（41）（37）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記土壌条件は、土壌のph
値と、土壌の導電率と、土壌温度と、土壌湿度との中から一つもしくは複数を選択する、
インテリジェント栽培設備。
【０２００】
　（42）（37）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記光の照射条件は、照度
と、光の照射時間との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培設備。
【０２０１】
　（43）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記植物特徴を収集するこ
とは、写真撮影もしくは動画撮影をさらに含む、インテリジェント栽培設備。
【０２０２】
　（44）（23）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記コントロール操作は、
灌水と、補光と、遮光と、酸素補給と、二酸化炭素補給と、温度を下げることと、温度を
上げることと、施肥と、通風量を増やすことと、通風量を減らすことと、殺虫剤散布と、
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虫害予防剤散布との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培設備。
【０２０３】
　（45）クライアントと、複数のスター型ネットワークユニットからなるスター型ネット
ワークと、閉ループ最適化プラットフォームとを含むインテリジェント栽培設備において
、
前記クライアントは、インターネットを介して前記閉ループ最適化プラットフォームに接
続され、アラート、目下の栽培状況などの情報を得、また、閉ループ最適化プラットフォ
ームを介して各スター型ネットワークユニットを手動制御でき、
　前記スター型ネットワークユニットと閉ループ最適化プラットフォームはインターネッ
トを介して接続され、各スター型ネットワークユニットは、測定装置と、制御装置と、イ
ンターネットアクセスモジュールとを備え、前記測定装置は、植物栽培装置の環境情報及
び栽培条件情報を測定してから、測定した情報データを前記アクセスモジュールへ伝送し
、前記アクセスモジュールがインターネットを介して前記情報データを前記閉ループ最適
化プラットフォームへ上げ、閉ループ最適化プラットフォームからのコントロールデータ
を受信し、前記制御装置は前記コントロールデータに基づいて前記栽培装置の栽培条件を
制御し、
　前記閉ループ最適化プラットフォームは、各スター型ネットワークユニットからの情報
データを受信し、前記栽培情報と前記環境情報とに基づいて、受信したデータを分類し、
同一の分類において、予め設定された条件に従い、各栽培装置の前記植物特徴を採点して
、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを比較し、植物特徴のスコアが高い栽培装置の植物
生長周期内の各栽培条件情報をマークし、当該植物生長周期に関する各分類における、マ
ークされた栽培条件情報を記憶し、
　前記閉ループ最適化プラットフォームは、各栽培装置の栽培情報及び環境情報に基づき
、目下の栽培条件情報を、記憶したマークされた栽培条件情報と比較し、前者と後者の差
の値が閾値を超えた場合は、記憶したマークされた栽培条件情報と目下の栽培条件情報と
に基づいてコントロールデータを生成し、各スター型ネットワークユニットの栽培装置の
当該栽培条件をコントロール操作するために、当該コントロールデータを各スター型ネッ
トワークユニットへ送信する、インテリジェント栽培設備。
【０２０４】
　（46）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、
　植物の植物特徴を収集することは、
　植物の生長周期の過程において、植物の各段階の栽培過程情報を収集することと、
　収穫後に、収穫した植物の特徴を収集することとを含み、
　前記閉ループ最適化プラットフォームが、同一の分類において、予め設定された条件に
　従い、各栽培装置の前記栽培過程情報及び前記収穫した植物の特徴に基づいて採点する
、インテリジェント栽培設備。
【０２０５】
　（47）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の植物生長周期におけ
る、複数の栽培装置の植物特徴のスコアを取得して、これを記憶したスコアの高い栽培装
置の植物特徴のスコアと比較し、前者が後者よりも高い場合は、目下の植物特徴のスコア
が高い栽培装置の各栽培条件情報をマークし、目下の植物生長周期に関する各分類におけ
るマークした栽培条件情報を記憶する、インテリジェント栽培設備。
【０２０６】
　（48）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、一つ目の植物生長周期にお
いて、前記閉ループ最適化プラットフォームは、収集した目下の栽培条件情報を、予め設
定された栽培条件情報と比較し、前者と後者の差の値が閾値を超えた場合は、予め設定さ
れた栽培条件情報を選択してコントロールデータを生成し、各栽培装置の当該栽培条件を
制御するために、当該コントロールデータを各栽培装置へ送信する、インテリジェント栽
培設備。
【０２０７】
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　（49）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、
記憶したマークされた栽培条件情報、最終のコントロール操作の時間、最終のコントロー
ル量ならびに閾値のうちの少なくとも一つに基づいて前記コントロールデータを得る、イ
ンテリジェント栽培設備。
【０２０８】
　（50）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記閉ループ最適化プラッ
トフォームが異常データを処分する、インテリジェント栽培設備。
【０２０９】
　（51）（50）に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の栽培条件情報を、記
憶したマークされた栽培条件情報と比較することは、
目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間のエキスパート栽培条件と曲線
当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しないか、もしく
は差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異データとしてマ
ークすることを含む、インテリジェント栽培設備。
【０２１０】
　（52）（50）に記載のインテリジェント栽培設備であって、目下の栽培条件情報を、記
憶したマークされた栽培条件情報と比較することは、
目下の栽培条件情報を、同一のもしくは類似する栽培時間の記憶したマークされた栽培条
件と曲線当てはめし、同一の時間点の値の差を求め、微分し、変化の傾向が一致しないか
、もしくは差の値が予め設定された値を超えた場合は、目下の栽培条件情報を変異データ
としてマークすることを含む、インテリジェント栽培設備。
【０２１１】
　（53）（50）に記載のインテリジェント栽培設備であって、変異データとして二回マー
クされた栽培条件情報を除去して、システム栽培エキスパートへ人為的分析、研究、介入
するように通知する、インテリジェント栽培設備。
【０２１２】
　（54）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記栽培装置が位置する環
境情報には、
　栽培装置が位置する住宅の居住団地情報である住所情報と、
　栽培装置が位置する住宅の情報であり、
　栽培装置が室内にある場合は、住宅が位置する階、栽培装置が部屋の中に置かれている
かそれとも閉鎖式のベランダに置かれているか、置かれた部屋もしくは閉鎖式のベランダ
の向き、窓の採光状況が含まれ、もしくは、
　栽培装置が屋外にある場合は、栽培装置が中庭に置かれているか、物干し台に置かれて
いるか、屋上に置かれているか、開放式のベランダに置かれているかが含まれる位置情報
とを含む、インテリジェント栽培設備。
【０２１３】
　（55）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記植物の栽培情報には、
植物の品種と、栽培面積と、栽培時間と、土壌情報とを含む、インテリジェント栽培設備
。
【０２１４】
　（56）（55）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記土壌情報には、土壌基
質の種類と、元肥の種類と、土壌基質と元肥の混合割合と、土壌ph値と、土壌の導電率と
を含む、インテリジェント栽培設備。
【０２１５】
　（57）（46）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記栽培過程情報には、
　発芽数及び栽培面積に基づいた、発芽成功率と、
　発芽までの時間及び播種時間に基づいた、発芽所要時間と、
　葉の生長健康状況と、
　病虫害の状況と、
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　植物の苗株の高さ及び葉の面積と、
　灌水管理、温度制御管理、病虫害管理、間引き剪定授粉管理などが含まれる管理過程の
情報とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェント栽培設備。
【０２１６】
　（58）（46）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記収穫した植物の特徴に
は、
　単位栽培面積の収穫状況と、
　単位栽培面積内の果実量と、
　植物の開花期と、
　生長過程における自己評価、収穫状況の自己評価、果実/葉野菜の食感評価、観葉植物
の評価が含まれる栽培者の主観的評価とのうちの一つもしくは複数を含む、インテリジェ
ント栽培設備。
【０２１７】
　（59）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記栽培条件には、降雨量
と、空気条件と、土壌条件と、光の照射条件とを含む、インテリジェント栽培設備。
【０２１８】
　（60）（59）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記空気条件は、空気温度
と、空気湿度と、通風状況と、酸素含有量と、二酸化炭素含有量と、有害ガス含有量と、
吸入性粉塵との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培設備。
【０２１９】
　（61）（60）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記有害ガスは、ホルムア
ルデヒドと、ベンゼンと、ラドンと、アンモニアと、揮発性有機化合物と、二酸化イオウ
とのうちの一つもしくは複数である、インテリジェント栽培設備。
【０２２０】
　（62）（60）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記吸入性粉塵は、PM10、
PM2.5、もしくはPM10とPM2.5の両者である、インテリジェント栽培設備。
【０２２１】
　（63）（59）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記土壌条件は、土壌のph
値と、土壌の導電率と、土壌温度と、土壌湿度との中から一つもしくは複数を選択する、
インテリジェント栽培設備。
【０２２２】
　（64）（59）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記光の照射条件は、照度
と、光の照射時間との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培設備。
【０２２３】
　（65）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記植物特徴を収集するこ
とは、写真撮影もしくは動画撮影をさらに含む、インテリジェント栽培設備。
【０２２４】
　（66）（45）に記載のインテリジェント栽培設備であって、前記コントロール操作は、
灌水と、補光と、遮光と、酸素補給と、二酸化炭素補給と、温度を下げることと、温度を
上げることと、施肥と、通風量を増やすことと、通風量を減らすことと、殺虫剤散布と、
虫害予防剤散布との中から一つもしくは複数を選択する、インテリジェント栽培設備。
【０２２５】
　本発明について、好ましい実施例を組み合わせて説明したが、本発明は本文で示した実
施例には限定されず、添付の請求項の範囲内において、さまざまな修正及び同等の置き換
えが可能であると理解されるべきである。



(32) JP 2018-517220 A 2018.6.28

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】 【図２】



(33) JP 2018-517220 A 2018.6.28

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図３Ｅ】



(34) JP 2018-517220 A 2018.6.28

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】



(35) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(36) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40



(37) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40



(38) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

30

40



(39) JP 2018-517220 A 2018.6.28

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100179062
            弁理士　井上　正
(74)代理人  100189913
            弁理士　鵜飼　健
(74)代理人  100199565
            弁理士　飯野　茂
(72)発明者  シュ、ジシャン
            中華人民共和国、１０２２１８　ベイジン、ワンス・ディストリクト・オブ・ティアントンユアン
            ・ノース、ビルディング　１４、８－１４０１
Ｆターム(参考) 5L049 CC01 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

