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福建省中科生物股份有限公司は2015年に設立された中国科学院植物研究所と福建三安グループ

有限会社の合弁企業です。福建三安グループの光電子・光通信事業に続き、光生物産業という新

たな産業を担っています。このプロジェクトには、建設予定の14万㎡の植物研究院や20万㎡の

産業ベースの植物工場の建設等で、投資額は70億人民元にもなります。福建三安グループの強

みである光電子技術を組み合わせることにより、植物生命科学分野でのLEDスペクトル技術の利

用や植物工場の産業化、機能性植物の技術革新など、研究・生産・実証・事業の創出などの機能

を一つにした光生物産業のモデルを作り、世界最先端の光生物産業会社を目指しています。

中国科学院植物研究所の匡廷云、方精云の指導のもと、中科

院植物所が持つ生物科学での強みと、福建省三安グループが

持つ世界有数の光電子技術の強みが合わさり、研究と産業化

が密接に結びつきながら、農業技術と生物医薬技術における

新たなイノベーションを生み出しています。また、光生物産業研

究院を設立し、20人左右の国内外の有名な科学者が研究顧問

を担当しています。研究院には、３つの開発センターと１つの光

生物学開放試験室があり、中科院植物所に所属する12人の博

士を含む130人の研究開発チームを組み、植物照明、知能機械

、農学及び農業技術、生物医療、大規模な省エネ化植物工場シ

ステム等の研究、開発、実証試験に取り組んでいます。

植物工場トータルソリューション・コンテナ植物工場・植物工場モ

ジュール生産設備・植物用栽培照明など。植物栽培用LED・植物工

場の自動化設備の産業化に注力しており、同時に、産業チェーン全

体への投資を拡大し、積極的に海外市場を開拓し、独自の知的財産

権を持つ植物工場の設備や技術サービスを海外に展開しています。

設備事業分野：

植物工場研究院は福建省と北京で２拠点を有し、さらにアメリカと

厦門に工業技術センターを有しています。主に光生物技術応用研究

を行い、産業化に向けた技術支援を行っています。

研究拠点：

品種選定、培養液の処方、植物栽培
技術の開発、植物栽培技術の研究、
知的財産権を持つ光組成、培養液の
制御技術、野菜や薬用植物の屋内栽
培技術などが工場生産に広く役立て
られ、光生物産業の開発に強い技術
支援を行っています。

研究技術開発センター

癌などの重大な疾病に対抗でき
る革新的な医薬品を研究するた
めの材料である特殊な薬用植物
を研究しています。

漢方薬研究開発センター

植物栽培実験室や分析試験室や機器開発試
験室、人工気象モデル試験室等の工業生産
の生産条件をモデルとした試験室は国内外
の光生物領域の研究者にオープンコラボ
レーションプラットフォームを提供しま
す。

光生物学公開試験室

植物工場栽培設備、植物栽培照明、
自動環境制御技術の開発等、特許や
実用新案を有する知能化植物工場設
備を所有しており、様々な種類や規
模の工場建設のニーズに応えます。

機器研究開発センター

企業紹介

（1）湖頭産業化基地：福建省泉州安渓県湖頭光電産業団地内に

あり、敷地面積は20万㎡、建築面積は70万㎡です。1万㎡の第

一期の植物工場は2016年6月に運転開始し、主に高品質の安全

な野菜、健康食品及び抗癌剤などの医薬中間体を生産していま

す。食品安全マネジメントに関する国際規格であるISO22000

や、品質マネジメントシステムであるISO9001も取得していま

す。農産物の安全基準であるGAP認証を取得した野菜製品は福

建省内300社余りの大手スーパー・高級ホテル・高級レストラン

に販売されています。金線連の生産ラインは既に運転開始して

おり、製品は有機転換認証書を取得しています。

（2）金寨産業化基地：安徽省六安市金寨県現代産業団地内にあ

り、敷地面積は42万㎡、建築面積43.6万㎡です。科学産業団地

と大別山漢方薬研究院を設立し、希少な漢方薬の栽培や医薬中

間体の抽出を行うと同時に、希少な漢方薬から作られた保健品

や薬品などの生産・販売を行っています。 
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研究チーム

(3)北米国産業化基地：アメリカ、ネバダ州ラスベガスに位置し、2

万㎡の工場を基に増築し、第一期の5000㎡の植物工場を建設し、

2018年5月に正式に生産を始めました。



トータルソリューション

生産管理技術

教育及び技術サポート

オリジナル植物栽培用照明技術

スマート環境制御管理技術

専用の培養液組成とコントロールシステム

省エネ型植物工場設計・多連結栽培モジュール、環境制御設備及び生産技術補助設備を提案します。

独自の栽培技術支援により、収量・品質の改善・栽培周期の短縮を行い、生産性を最大化させます。

一連の培養液組成と培養液コントロールを支援します。

様々な植物の光要求量の研究に基づき、様々な植物の成長段階に合わせて必要な光環境を整え、最適な光環境を開発します。

各植物が必要とする環境データ及び監視、コントロールシステムを提供します。

最適な生産管理技術及び効率かつ安定的な工場管理ができる標準性を有しています。

現場指導や遠隔技術サービスにより工場の異常診断と技術改善提案を提供します。

植物工場設計

独自栽培技術

植物工場 ----トータルソリューション

工場面積200-500m2

研究・展示型植物工場

工場面積 50-200m2

店産店消型植物工場
工場面積 500-5000m2

生産型植物工場

工場面積5000-20000m2

自動化植物工場

自動化による高い生産性宣伝展示・科学教育・研究開発用

多くの場所で導入可能な標準設計 高級レストラン・

コミュニティ・デパート向け
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商品仕様

項目 パラメーター

Dimensions (mm)

Raft size (mm / tray)

Vegetative raft (two tray / layer)

Propagation raft (two tray / layer)

Number of layers (layers)

Vegetative module story height (mm / layer)

Propagation module story height (mm / layer)

Nutrient solution supply mode

Vegetative module LED power (W / layer)

Propagation module LED power (W / layer)

Number of LED lights (PCS / layer)

Material

Color

Voltage (V)

1346*942 (Length * width, height can be customized)

600*900

Hole number 54 / tray

Hole number 180 / tray

Standard 6 layers, 4-10 layers can be customized

Standard 280, height can be customized

Standard 200, height can be customized

NFT/DFT

108

90

6

Food grade PP

White

100-277

 产品型号 M11 育苗モジュール 

1346*942*2449mm

6

200mm

600*900mm

12 PCS

商品説明：

Full size
Number of layers 
(customizable)

Growing space 
(customizable)

Raft size

Raft number

540W

200

white

Power

PPFD

Color

栽培モジュール

1346*942*2929mm

6

280mm

600*900mm

12 PCS

648W

250

white

ライト配置図（横）

ライト配置図（縦）

多段栽培の植物工場向けの設計

独自開発の高品質LED光源

効率的な植物スペクトル

全く新しい標準設計

単純かつ美しい多段モジュール構造

水配管と電気配管は栽培棚に一体化

段数と各段の高さはカスタマイズ可能

環境に良く、耐久性のある材料を使用

本体は食品級の原料で加工

非金属の材料を使用し、防湿性や防腐食性に優れている

安全性が高く、防水コネクタを使用（IP65）

スムーズな組立が可能

製品は部品別で包装し出荷

特別な道具は不要で、積み重ねて組み立て可能

2人30分で1ユニットを組み立て可能

M シリーズ -- 植物栽培モジュール

モジュール商品特徴
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コンテナ式植物工場はLED照明による植物栽培技術を基に、省エネルギー、環境保護を　目的とし設計しました。完全密閉式の構造で、施設内の高精度の環境

コントロール技術により、年間を通した持続的な高品質の葉菜類や果菜類の栽培を行うことができます。

設置可能な地域は広く、環境の影響を受けません。寒地、乾燥地、離島などあらゆる場所に設置可能です。

生産量　5～10kg/日
15-20人分の一日分の野菜推奨
摂取量に相当

40フィート生産型

植物工場技術のPR用
教育や科学研究に使用可能

20フィート観光型

生産量　3～5kg/日

6-10人分の１日分の野菜推奨

摂取量に相当

20フィート生産型

レジャーや娯楽観光と一体化

40フィート観光型

コンテナ式——植物工場

太陽光エ
ネルギー

節水
システム

海水の
淡水化

ヘルシー・
エコロジー

集成自主研发的高品质 LED光源制造

技术，高效的植物光谱技术。

生産型/観光型
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