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古在豊樹, 高辻正基
植物工場経営の重要課題と対策 : 経営戦略・設備管理・栽培技

術・高付加価値化・マーケティング

https://johokiko.co.jp/publishing/BC1

40302.php
情報機構 9784865020533 2014 464

古在豊樹 ほか 農業と環境 農山漁村文化協会 9784540121487 2013 315

古在豊樹 ほか 植物工場生産システムと流通技術の最前線

http://www.nts-

book.co.jp/item/detail/summary/syokuh

in/20130400_37.html

エヌ・ティー・エ

ス
9784864690614 2013 566

古在豊樹 人工光型植物工場 : 世界に広がる日本の農業革命
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274

068805/
オーム社 9784274068805 2012 228

古在豊樹 太陽光型植物工場 : 先進的植物工場のサステナブル・デザイン
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274

067877/
オーム社 9784274067877 2009 189

古在豊樹
「幸せの種」はきっと見つかる : 求めない、恨まない、挫けない、怯

まない、そして、急がない

http://www.s-

book.net/plsql/slib_detail?isbn=97843

96411046
祥伝社 9784396411046 2008 257

古在豊樹, 後藤英司, 

富士原和宏
最新施設園芸学

http://www.asakura.co.jp/books/isbn/9

78-4-254-41026-6/
朝倉書店 9784254410266 2006 235

古在豊樹, 板木利隆, 

岡部勝美, 大山克己
最新の苗生産実用技術 : 閉鎖型苗生産システムの実用化が始まった

http://www.noden.or.jp/shuppan_015.ht

ml
農業電化協会 2302800131273 2005 160

西尾道徳, 古在豊樹, 

奥八郎, 中筋房夫, 沖

陽子

作物の生育と環境
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_45

40000268/
農山漁村文化協会 9784540000263 2000 234

古在豊樹 オランダ留学便り
https://opac.ll.chiba-

u.jp/da/curator/900040207/

ライフリサーチプ

レス
9784906472406 1999 159

古在豊樹
閉鎖型苗生産システムの開発と利用 : 食料・環境・エネルギ問題の解

決を目指して

https://www.yokendo.com/books/9784842

599113/
養賢堂 9784842599113 1999 191

古在豊樹 植物組織培養の新段階 : 培養器環境から地球環境へ
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_45

40971611/
農山漁村文化協会 9784540971617 1998 172

橋本康, 高辻正基, 野

波浩, 高山眞策, 古在

豊樹 ほか

植物種苗工場 川島書店 9784761004965 1993 204

古在豊樹, 狩野敦, 蔵

田憲次, 北宅善昭, 池

田英男 ほか

新施設園芸学 朝倉書店 9784254410143 1992 218

渡部一郎, 鴨田福也, 

古在豊樹, 野間豊
果樹の施設栽培と環境調節 博友社 9784826801287 1991 370
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古在豊樹 施設園芸の環境調節新技術 : 基礎と展望 : 古在豊樹著作集 日本施設園芸協会 1985 206

矢吹萬壽, 鈴木義則, 

清田信, 青木正敏, 古

在豊樹 ほか

農業環境調整工学 朝倉書店 1985 235

高倉直, 古在豊樹 施設園芸におけるマイコン利用 : 農電ハンドブック (22巻) 農業電化協会 1983 114

高倉直, 古在豊樹, 安

藤敏夫
農学・生物学のためのコンピュータ応用 オーム社 9784274071744 1983 279

矢吹萬壽, 古在豊樹, 

高橋和彦, 神本利平, 

加藤徹 ほか

施設園芸学 朝倉書店 1983 262

古在豊樹, 及川武久, 

藤井宏一
生態学におけるコンピューターの利用法

https://www.kyoritsu-

pub.co.jp/bookdetail/9784320051621
共立出版 9784320051621 1982 271
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古在豊樹 グロ－バル技術と今後の農業・食文化 人間と作物 : 採集から栽培へ ドメス出版 2016 174-198

古在豊樹, 高辻正基 電力の効率的利用のための環境調節
植物工場経営の重要課題と対策 : 経営戦略・設備管理・栽培技術・

高付加価値化・マーケティング
情報機構 2014 67-90

古在豊樹, 高辻正基 都市農業における植物工場・施設園芸の役割
植物工場経営の重要課題と対策 : 経営戦略・設備管理・栽培技術・

高付加価値化・マーケティング
情報機構 2014 387-405

古在豊樹
植物工場と垂直農場から都市農業と農業都市へ : 21世紀における都市の

食料・環境・資源・生活
植物工場生産システムと流通技術の最前線

エヌ・ティー・エ

ス
2013 477-489

丸尾達, 古在豊樹 千葉大学における省資源・環境保全型植物工場の展開 太陽光植物工場の新展開
https://www.yokendo.com/books/97848

42504988/
養賢堂 9784842504988 2012 238-264

古在豊樹 輸出産業としての可能性を検証する 植物工場大全
https://shop.nikkeibp.co.jp/front/c

ommodity/0000/186970/
日経BP社 9784822231200 2010 142-161

古在豊樹 うらやす市民大学の可能性 福祉自治体への挑戦 ぎょうせい 9784324090732 2010 137-167

古在豊樹 持続可能な社会のための科学技術の方向性 「環境と福祉」の統合
http://www.yuhikaku.co.jp/books/det

ail/9784641163089
有斐閣 9784641163089 2008 83-100

古在豊樹 生活(医食住）の質向上によるサステイナブル地域社会の形成 サステイナビリティ学への挑戦 : 岩波科学ライブラリ137
https://www.iwanami.co.jp/book/b265

889.html
岩波書店 9784000074773 2007 99-109

古在豊樹 施設園芸学における新領域 閉鎖型植物生産システム (5章) 最新施設園芸学 朝倉書店 2006 179-192

古在豊樹 緒論 (1章) 最新施設園芸学 朝倉書店 2006 1-15

古在豊樹 園芸施設の物理環境調節 : 光 (3章) 最新施設園芸学 朝倉書店 2006 58, 94-107

古在豊樹
千葉大学環境フィールド科学センタ-の設立理念と実践活動 : 大学にお

ける新たな教育研究・社会貢献方法論の構築を目指して
現在社会における食・環境・健康 : 北里大学農医連携学術叢書 養賢堂 2006 17-50

古在豊樹 施設園芸学における新領域 : 都市環境健康園芸学とその展開方向 (5章8) 最新施設園芸学 朝倉書店 2006 219-230

古在豊樹 人工光源利用 : 人工光源利用育苗の利点と指針 最新施設園芸技術と将来ビジョン 日本施設園芸協会 2006 109-119

古在豊樹
医食農と人の未来 : 千葉大学環境健康フィールド科学センターの理念と

実践
医食農同源のサイエンス

https://sciencehouse.official.ec/it

ems/10521959
サイエンスハウス 9784915572951 2006 3-26

古在豊樹, 板木利隆, 

岡部勝美, 大山克己
閉鎖型苗生産システムの実用化が始まった 最新の苗生産実用技術 : 閉鎖型苗生産システムの実用化が始まった  農業電化協会 2005 1-51

古在豊樹 閉鎖型植物苗生産システム 新農業環境工学 : 21世紀のパースペクティブ
https://www.yokendo.com/books/97848

42503592/
養賢堂 9784842503592 2004 12-21

古在豊樹 生物工場 新農業環境工学 : 21世紀のパースペクティブ
https://www.yokendo.com/books/97848

42503592/
養賢堂 9784842503592 2004 234-235

古在豊樹 優良樹木苗の大量生産 (第14章) 植物が未来を拓く
https://www.kyoritsu-

pub.co.jp/bookdetail/9784320055865
共立出版社 9784320055865 2002 223-240

古在豊樹 植物群落の微気象測定法 (第3章第2節) 地球環境調査計測事典 (第1巻 : 陸域編)
フジテクノシステ

ム
2002 777-791

大山克己, 古在豊樹 光エネルギーと植物工場 植物の光センシング : 光情報の受容とシグナル伝達

https://gakken-

mesh.jp/book/detail/9784879622440.h

tml
秀潤社 9784879622440 2001 176-180

古在豊樹 施設園芸システムの情報化と装置化 植物工場システム シーエムシー 2001 253-273

古在豊樹 気象的要素とその計測 作物の生育と環境 農山漁村文化協会 2000 43-50

古在豊樹 気象要素の変動と作物の成長 作物の生育と環境 農山漁村文化協会 2000 51-57

久保田智恵利, 古在豊

樹
組織培養による増殖 園芸学最近25年の歩み

https://www.yokendo.com/?s=%E6%96%B

0%E5%9C%92%E8%8A%B8%E5%AD%A6%E5%85%

A8%E7%B7%A8
養賢堂 9784842598050 1998 411-415

久保田智恵利, 古在豊

樹
植物苗工場 植物工場ハンドブック 東海大学出版会 1998 148-156
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古在豊樹 培養苗 (第Ⅶ部第2章3) 四訂施設園芸ハンドブック
日本施設園芸協会

編集, 園芸情報セン
1998 284-290

鈕根花, 古在豊樹 培養器内環境とその調節 農業技術体系 : 花卉編 (第5巻)

https://lib.ruralnet.or.jp/cgi-

bin/ruraldetail2.php?DSP=taikei!h!h

050!h0500810.htm
農山漁村文化協会 1997 345-351

久保田智恵利, 古在豊

樹
苗貯蔵の生理と貯蔵技術 農業技術体系 : 花卉編 (第5巻)

https://lib.ruralnet.or.jp/cgi-

bin/ruraldetail2.php?DSP=taikei!h!h

050!h0501420.htm

農山漁村文化協会 1997 587-591

久保田智恵利, 古在豊

樹
植物組織培養における環境制御 インテリジェント農業 工業調査会 1996 91-102

古在豊樹 各種環境要因の意義と表示 農業技術体系 : 花卉編

https://lib.ruralnet.or.jp/cgi-

bin/ruraldetail2.php?DSP=taikei!h!h

030!h0300420.htm
農山漁村文化協会 1995 143-147

古在豊樹 環境要因と光合成 農業技術体系 : 花卉編

https://lib.ruralnet.or.jp/cgi-

bin/ruraldetail2.php?DSP=taikei!h!h

030!h0300430.htm

農山漁村文化協会 1995 149-151

古在豊樹 施設環境とその制御 農業技術体系 : 花卉編

https://lib.ruralnet.or.jp/cgi-

bin/ruraldetail2.php?DSP=taikei!h!h

030!h0300440.htm

農山漁村文化協会 1995 153-161

古在豊樹 植物苗生産施設 新版生物環境調節ハンドブック 養賢堂 1995 452-454

古在豊樹 植物苗生産施設総論 新版生物環境調節ハンドブック 養賢堂 1995 452-454

古在豊樹 施設園芸と通信・情報システム 施設園芸ハンドブック 日本施設園芸協会 1994 282-286

古在豊樹, 北宅善昭 植物組織培養における環境調節 植物種苗工場 川島書店 1993 103-133

古在豊樹 バイオナーサリー 光バイオインダストリー オーム社 1992 257-280

古在豊樹 グリーンハウスシステム (植物種苗栽培工場) グリーンハウスオートメーション 養賢堂 1992 10-25

古在豊樹 緒論 新施設園芸学 朝倉書店 1992 1-10

古在豊樹 苗生産システム 新施設園芸学 朝倉書店 1992 198-204

古在豊樹 種苗工場 ハイテク農業ハンドブック : 植物工場を中心にして 東海大学出版会 1992 190-208

古在豊樹 物理的環境調節の基本理念 果樹の施設栽培と環境調節 博友社 1991 192-198

古在豊樹 花の万博におけるバイオ技術展示について 国際花と緑の博覧会公式記録
国際花と緑の博覧

会協会
1991 489-496

古在豊樹 予測と診断 果樹・野菜栽培における予測と診断 化学工業日報社 1990 18-24

古在豊樹 エキスパートシステムによる作物病害診断 植物生産における計測・制御・情報 計測自動制御学会 1989 104-109

古在豊樹 順化装置 植物生産システム辞典
フジテクノシステ

ムシステム
1989 1214-1216

古在豊樹 自然光利用型順化装置 植物生産システム辞典
フジテクノシステ

ムシステム
1989 1226-1233

古在豊樹 培養用器内環境 最新植物工学要覧 R&Dプランニング 1989 236-245

古在豊樹 コンピューター利用による農業の革新 R&Dコンサルティング要覧
サイエンスフォー

ラム
1988 592-595

古在豊樹 ヒートポンプ 日本の野菜 地球社 1988 175-182

古在豊樹 複合環境制御 日本の野菜 地球社 1988 188-194
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古在豊樹 順化 植物組織培養の世界 : 専門家のためのその技法と実際 柴田ハリオ硝子 1988 76-83

古在豊樹 省エネルギー環境制御装置 施設園芸ハンドブック 1987 336-346

古在豊樹 農業用コンサルテーションシステム開発ツール（MICCS)の開発と応用 AI総監
フジテクノシステ

ムシステム
1987 645-660

古在豊樹 施設園芸システムの情報化と装置化 植物工場システム総合技術 シーエムシー 1987 253-273

古在豊樹 放射量測定 農業環境実験法 サイエンスハウス 1987 38-45

古在豊樹 苗生産革命バイオナーサリーシステム ハイテク農業情報 化学工業日報社 1987 16-17

古在豊樹 植物組織培養におけるセンサ センサハンドブック 培風館 1986 947-952

古在豊樹 環境調節法 : 換気と冷房 農業環境調整工学 朝倉書店 1985 103-118

古在豊樹 環境調節法 : 光環境調節 農業環境調整工学 朝倉書店 1985 80-90

古在豊樹 生産のシステム化 農業環境調整工学 朝倉書店 1985 210-224

古在豊樹 植物と照明 光の科学 朝倉書店 1985 83-93

古在豊樹 ヒートポンプ方式 太陽エネルギー利用ハンドブック
太陽エネルギー学

会
1985 920-922

古在豊樹 農業経営におけるコンピューター利用の考え方のその実際 わかりやすいバイオテクノロジー 評伝社 1985 177-181

古在豊樹
バイオテクノロジーと植物工場は21世紀の集約農業にどのように役立

つか
わかりやすいバイオテクノロジー 評伝社 1985 168-176

古在豊樹
組織培養苗の環境適応能力を高めるため、マイコン利用の苗順化装置を

開発
わかりやすいバイオテクノロジー 評伝社 1985 204-211

古在豊樹, 星岳彦
マイクロコンピュータによる園芸・農業用コンサルテーションシステム

: トマトの病害診断事例から
農業用コンサルテーションシステム

インフォメーショ

ンサイエンス
1985 111-116

古在豊樹 マイコンによる環境制御 野菜工場の技術と経済性 シーエムシー 1983 78-87

古在豊樹 施設内温度環境と作物 : 温度環境の調節 施設園芸学 朝倉書店 1983 76-96

古在豊樹 施設内湿度環境と作物 : 湿度環境の調節 施設園芸学 朝倉書店 1983 98-105

古在豊樹 施設内光環境と作物 : 光環境 施設園芸学 朝倉書店 1983 12-20

古在豊樹 昭和60年代の施設園芸学技術(3)  : 家庭園芸支援システム 施設と園芸 Vol. 41 1983 19-21

古在豊樹 総合環境管理 施設園芸学 朝倉書店 1983 116-124

古在豊樹 コンピュータ概説 生態学におけるコンピューターの利用法 共立出版 9784320051621 1982 1-48

古在豊樹, 及川武久 プログラミング言語概説 生態学におけるコンピューターの利用法 共立出版 9784320051621 1982 103-153

及川武久, 藤井宏一, 

古在豊樹
生態学におけるシュミレーションモデルの実際 生態学におけるコンピューターの利用法 共立出版 9784320051621 1982 177-252

古在豊樹 付録 生態学におけるコンピューターの利用法 共立出版 9784320051621 1982 253-266

古在豊樹 省エネルギーのための環境調節 施設園芸省エネルギーの手引きNo.3 日本施設園芸協会 1981 25-34

古在豊樹 換気制御と機器装置 施設園芸ハンドブック 日本施設園芸協会 1981 223-241

古在豊樹 放射 温室設計の基礎と実際 養賢堂 1980 17-29
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古在豊樹 光環境 温室設計の基礎と実際 養賢堂 1980 54-64

古在豊樹 温室構造と光透過率 温室設計の基礎と実際 養賢堂 1980 130-144

古在豊樹 換気 温室設計の基礎と実際 養賢堂 1980 145-159

古在豊樹 西ヨーロッパにおける設備例 温室設計の基礎と実際 養賢堂 1980 224-227

古在豊樹 複合環境制御 温室設計の基礎と実際 養賢堂 1980 228-237

古在豊樹 その他の内部集熱方式 施設園芸の省エネルギー新技術
農林水産技術情報

協会
1980 124-135

古在豊樹 米国アリゾナ大学ソーラグリーンハウス 施設農業への新エネルギー利用
フジテクノシステ

ム
1980 228-230

古在豊樹 米国オハイオ大学の空気二層ハウス 施設農業への新エネルギー利用
フジテクノシステ

ム
1980 288-290

古在豊樹 フランス農業気象研究所のソーラーグリーンハウス 施設農業への新エネルギー利用
フジテクノシステ

ム
1980 291-295

古在豊樹 温室構造と生産管理施設 施設園芸・酪農施設の自動生産システムの調査研究報告書
生活映像情報シス

テム開発協会
1978 94-121

古在豊樹 被覆資材と光 施設園芸の環境と栽培 誠文堂新光社 1977 47-52

古在豊樹 単棟温室の構造と日射透過について 農水産分野における環境工学
杉二郎教授還暦記

念事業会
1974 91-134
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