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栽培環境からみた都市農業の陥りやすい盲点

高倉

〔キーワード):屋上緑化，垂直農場，多段栽培，

光の減衰，ルーフトップ

はじめに

最近，世界的に都市農業が話題になり，連日のよ

うに奇抜な温室や栽培システムの紹介が園芸の電

子新聞に登場している (Hortdaily2014) かつて，

ヒートアイランド現象が顕在化し，その対策のーっ

として屋上緑化が話題となり ，地方都市単位での助

成がかなり幅広く行われるようになり，さらに屋上

緑化だけでなく，壁面緑化もとりあげられるように

なったし，我が国では補助対象にはならないものの，

屋上園芸がそれなりに普及しつつあるが，海外の様

子は少し異なる.その大きな理由はすでに本誌でと

りあげた垂直農場 (VerticalFarming) という考え方

の提案があったからであろう(高倉 2013).

都市農業の重要性は言うまでもない.このまま放

置すると，都市の緑はますます減少し，もともと東

京都など公園面積の少ない我が国の都市域では，

ヒートアイランド現象も悪化することはまちがし、

ない.さらに都市農業として食料を生産することは

多くの利点をもっ.すなわち，生産地と消費地の近

さからフードマイノレの短縮があり ，省エネルギーや

汚染ガスの減少，都市から出る大量の食物残溢の堆

肥化，雨水の濯水としての利用，さらに一般的な環

境問題や心理的効果など，今更言うまでもないこと

が多い.しかし，すでに筆者が警鐘を鳴らしていた

にもかかわらず，この垂直農場という概念だけで，

土地生産性の高さだけを念頭に，まったく具体的な

例証もないまま，安易にとびついて 1年でハイテ

ク垂直農場の最初の倒産として大きく報じられる

事例まで出てきた.

天空農場 (skyfarm) はカナダのウオータロ一大

学建築学科の大学院生が提唱したもので，トロント

の約 60階のビルの中で，太陽光を取り込み，バイ

オガスを発生させエネルギーを自給するという構

直*

層ビル (skycraper)農場という ，驚くような構想、が

乱れ飛んでいる状況である

ここでは主として海外の事例を紹介しながら，都

市農業での栽培環境とくに光環境の重要性につい

てまとめてみたい.

1 垂直農場

あくまでも，概念であって，そのまま実証できる

具体例があるものではない都市農業では当然土地

面積が限られ，また各種の建物の屋上の利用が考え

られるので，平面的な利用より垂直に利用すれば土

地生産性が高まるということからの発想であるが，

作物の栽培環境に関してはまったく考慮されてい

ない.もともと この概念を提唱したのはコロンピア

大学の微生物学の専門家であり，作物栽培の専門家

ではない.さらに多くは都市や建物のデザインとし

て建築家や行政担当者の発案で，図 lに代表される

ようなポンチ絵が氾濫し始めているのが現状であ

る.この図 lにもタワー温室，屋上菜園，平屋の屋

'唱.・

想で植物だけでなく動物も飼育する内容である.こ 図 l ボストンの都市農業の未来図 (Hortidaily，1/ 

のように，垂直農場だけでなく，天空 (sky)や高 19/2014) 
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図2 パンクーパの建設 1年で 400万ドルの負債を残
して倒産したハイテクノレーフトップ垂直殿場
(Hortidaily， 2/3/2014) 

上温室，平地温室内の多段の立体栽培などいろいろ

な栽培システムが並んでいる.ただ，あくまでも建

築デザインとしてのものであり，作物栽培に明らか

に適さないものがあるが，似たようなポンチ絵はイ

ンターネッ トにあふれでいる.

2 基本の考え方

都市では基本的に地価が高く，そのため土地生産

性を上げる必要があることを前提として，できるだ

け温室内で作物を多段に栽培したいというところ

から発想するが，これは危険である.建物の屋上を

利用する場合も同じと考えて差し支えない.栽培す

る作物がどのような光条件を必要とするかをまず

正確に把握して，主として作物の生長点でその光レ

ベノレが補償できるシステムでなければならない.

駐車場の屋上を市から安く借りて日産200kgの葉

菜類を近隣のレストランへ販売する計画でスター

卜した.垂直方向に 12段の栽培トレイが並んでお

り，グ、/レープご、とに回転するようにも見えるが，ど

のような回転かは定かでない手前に大きな空きス

ペースをもうけないで，もっとトレイの密度を低く

すべきであろう .図3にその内部写真があるが，人

の背丈の高さでは人間の目でも暗いことがはっき

りわかる.下の方のレタスは徒長しており ，また光

不足で黄色化や腰折れ状態であることが見てとれ

る.脚立があるところをみると，栽培管理に足場の

悪いこのようなものが必要なのであろうか.このよ

うなレタスが健康的野菜として売れるとは到底思

えない.

図 3 図 2の細部

駐車場の屋上という空きスペースの有効利用で

あり，市長の支持もあって，倒産企業に変わって，

この垂直農場の運営をする別の企業が見つかるだ

ろうという楽観的な見通しであるが，問題の原因が

どこにあるか，栽培環境の専門家から見ると，明ら

かな原因は何も述べられていない

もう l件， 類似の例を示そう.同じく Hortdaily

に掲載されたものである.人口密集度の高いシンガ

ポール都市部のビルの屋上利用である.ループトッ

プ温室までは大差ないが，そのなかに図 4にあるよ

うな，パイプを多段に設営し，養液栽培とタンクに

よる養魚を組み合わせるいわゆる Acquaponics方式

である.このシステムの問題点はすでに指摘してい

るのでそれを参考にして欲しい(高倉 2011). ここ

でもパンクーパのシステム同様，光減衰の問題があ

図4 シンガポールのルーフトップ栽培 (Hortidaily，
2/18/2014) 
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る.図4では，一部のパイプにしか葉菜類が栽培さ

れていないが，見るからに貧弱で，栽培されていな

い部分はどうであるのか，その記述がない.かなり

大きな陰が出来ていることもみてとれる.

土地生産性は平面栽培の 8~ 1 0 倍で，来月から収

穫がはじまり， 6月前に近隣のレストランに 1トン/

月の野菜を供給する予定だという .パジル，ミント

などの葉菜類と伝統的なトマトとあるが，とても栽

培が可能だとは思えない.輸入野菜に比較して，輸

送コストの低減，新鮮さで高値はカバーできるとい

っ
一見ハイテク技術が結集されたシステムのよう

にみえるが，これだけ養液の流れが細分化されてい

ると残根の処理や栽培後の消毒などに大きな問題

が残っていると思われる.

3. ルーフトップ温室

図5は建物の屋上に通常の温室が配置されている

だけで，屋上ということを除けば，通常の平地の場

合と違いはないように見えるが，この温室は床面積

1，860m2で，近くのスーパーマーケットに 200トン/

年の葉菜類とトマトを供給する予定という.この面

積でこの収量が目標だと，やはり狙室内では多段栽

培になっているのではないだろうか.とすれば，こ

れも単なる計算上の数値としか言いようがない.濯

水の再利用などの工夫がされているというが，これ

もルーフトップに限られるものではない.このよう

な施設で数年後にどのような実績を上げているか

を追跡調査する必要があろう.

4 南面の垂直利用

図6は駐車場の南壁面を垂直利用して，そこで多

図 5 ニューヨークブノレックリンにあるルーフトップ
(Hortidaily， 2/17/2014) 

段に作物を栽培する模式図であるが，この場合も，

都市での野菜生産の利点である近隣のスーパー

マーケットやレストランへの供給，さらに雇用の創

出と全体計画の利点が書き並べられているが，この

ような形で，どのような作物をどのように作れるの

かは明確でない.北面が光透過でないことはあまり

大きな問題にはならないが，最上段を除いて，栽培

層の上に別の栽培屈が存在し，その分不透明になる

ことは大きな光損失であり，各段でさらにその中を

多段にすると，そこでも光不足がさらに大きくなる.

タワー温室の失敗が生かされていなし、.各段で上下

に大きな混湿度差が生じる問題もどのように考え

ているのであろうか

5 クリーブランドでの空き地の平面利用

全米でも施設園芸の中心地の一つであるオハイ

オ州のクリーブランドの都市農業計画は明確に異

なる 空き地の平面利用である.工業都市として経

図 6 ジャクソンでの駐車場利用計画 (Hortidaily，8/27/2013; 1/20/2014) 
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ることは周知の事実であるが，それがどのようであ

るかを以外に理解していない場合が多い.垂直農場

の場合もそう言わざるを得ない.提唱者が微生物の

専門家であれば仕方がないとも言えるが，あまりに

も知らなさすぎる.

植物群落内では，群落の上表面から下のある位置

までの深さ内にある積算葉面積指数の関数として

吸光係数がよく表されるが，垂直の栽培での各段の

トレイも同様に陰を作るので，その分葉面積が増え

たことになる

図8は簡単に光の減衰の様子をシミュレーション

したものである.左側がプログラムで，その結果が

図示されている.図の縦軸が光の減衰を表しており，

群落上の光レベル (Lo) を 100として，群落内の深

さ (depth)方向に光が減衰する様子がわかる.深さ

は吸光係数 (k1とk2) との関係で無次元となってい

るが，垂直農場を想定すれば (m)でよい 図 lの

ような状況では下層の積算葉面積指数，実際には葉

面積でなく， トレイ面積であるが，それは 5を遁か

に超えるであろう.通常の植物群落では 3を越える

と， 10%以下になる場合が多いことから，図8の点

線のような減衰と考えれば良いであろう 下層の光

状態は劣悪である.
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図7 クリーブランドの温室

済状況の変化から増加した空き地利用を積極的に

進めるため，地域のゾーニング，金銭的支援，共同

体での運営方式を明確にして，当初は公園や遊園地

を考えたが，最終的に野菜生産基地を目指している.

市の中心地に 1haあまりの通常の温室を建設し，葉

菜類の生産を始めている さらにゾーニング規制を

修正し，養蜂や小動物(アヒル，ニワトリ ，ウサギ，

さらに山羊，豚，羊)の飼育も可能となっている.

6 光の減衰

植物群落内へ進入する光は指数関数的に減衰す
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図B 指数関数的な光の減衰
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人工光にして各段に光源を配すれば，状況は改善

されるが，人工光でも平面配置の場合と比較すると

上段のトレイがやはり下段に陰を作るだけ照明効

率は落ちるし，消費電気エネルギーが増大すること

は言うまでもない

おわりに

ここでは主として光の問題を取り上げたが，垂直

農場では狙湿度も上下に大きな勾配が生ずること

はいうまでもない.また図 2，4のような立体式だ

と，高いところの作物栽培管理をどのようにするの

か，温室内の作業性の問題，また装置の消毒や清掃

などの問題をどのように行うか，見た目 の良さだけ

の設計では永続的な栽培は難しい.

海外でもこのようなエネルギーの浪費に言及す

る論文が生物環境工学の専門家から出てきたこと

は注目に値しよう (Albright2014).垂直農場は空

の上の無駄なパイ(絵にt郎、た餅)と皮肉っている.

とにかく，地方自治体の支援を受けやすい状況があ

り，規模が大きく費用がかかることから農業を知ら

ない企業の進出や都市建築家によるデザイン倒れ

になりやすい.健全な都市農業が発展するためには

引き続き，税制面 ・政策面の支援が必要であること

は言うまでもないが，基本的な研究解析に基づいた

設計図が必要であることを明確にすべきであろう .

今回紹介した例のような事例が続出すると健全な

都市農業発展の芽を摘み取りかねない.
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