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研究成果の概要（和文）：植物工場における生産性向上を目指し、水耕液の経時分析を行った。CE-C4Dを用いて、ホウ
レンソウ水耕液中の主要イオン(K, Ca, Mg, Na, アンモニウム、硝酸、硫酸、リン酸)のモニタリングに成功した。ま
た、微量元素のICP-発光分析によりCuイオンのモニタリングの必要性が示唆された。根の滲出物では、強い塩ストレス
負荷時に遊離アミノ酸量の増加、発生ラジカルの減少を実験室レベルで確認した。植物工場ではこれらの量的変化の計
測が困難であることが予想されたが、その一方で、水耕液中にストレスで増加する蛍光物質が存在し、ストレスマーカ
ーとしての利用可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：For the purpose of improving the productivity of the plant factory, hydroponic 
solution was monitored. Major nutrients, K, Ca, Mg, Na, ammonium ion, nitrate, sulfate, phosphate, were 
analyzed by CE with capacitively coupled contactless conductivity detector (C4D). The major nutrients of 
NFT (nutrient film technique) hydroponic solution of spinach cultivation, were successfully measured. 
Among the trace elements, the need for monitoring of copper ion has been suggested. It has been also 
suggested that fluorescent substances in the hydroponic solution have the potential as stress markers of 
plants.

研究分野： 分析化学
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