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今 ，なぜ植物工場か

食糧とエネルギー自給の AutonomousHouseプロジェクトを一

高倉

〔キーワード) : Autonomous House，エネルギ一分

寺斤， Food Mileage， Horti Fair， LCA， Speaking Plant 

Technique 

は じ め に

小泉総理(当時)に続いて麻生前総理が人工光型

植物工場を視察して，レタスをほおばるシーンがテ

レビで放映された.植物工場ブームの第 3次到来と

いう人もいる.第 4次かもしれない.原被価格が高

騰し，わが聞の施設園芸が経営の瀬戸際に追い込ま

れたのは昨年 (2008年)の冬である.それまでに数

度，同じようなショックを経験しているにもかかわ

らず，景気回復を目途に補正予算が組まれてみれば，

そのなかに植物工場関連の予算はあるけれども，エ

ネルギー関連の大型予算は組まれていない.ただ，

各地域の試験場等，とくに寒冷地を中心に，省エネ

ルギ一対策，ヒートポンプ導入などの研究が小焼模

ではあるが，かなり広く行われているのは救いとい

うべきであろうか(高倉 2009) . 

わが国の農業は全般的にエネルギー消費型であ

るが，とりわけ施設園芸はエネルギー消費型の生産

であることはいうまでもない.かつてオイルショッ

クの折には，温室メロンの栽培適地マップというか，

栽培が好ましくない地域指定のような動きがあっ

たと記憶している.石油が配給制になり，主主に使う

か，家庭の暖房に使うか，温室メロン購入にあてる

か考える時代が来るかもしれない.

まず，アメリカで農業におけるエネルギ一分析が

行われ，大きな影響を与えた (Pimentelら 1973). 

わが国でも露地作物のエネルギ一分析(宇田川

1976) ，続いて施設園芸のエネルギ一分析(高倉

1979) も行われた.Pimentelらは次のように述べて

いる米国の近代農業は大きく宿泊に依存してお

り，投入労力はわずかである.したがって，石油価

*独立行政法人差是業・食品競業技術総合研究機構幾村工学研究所

(Tadashi Takakura) 

* 

格が上昇すると作物価格も 2~5 倍に上昇する.石

油 1kcalの投入でトウモロコシ 2.8kcalの収穫は経

済的であろうか.かつて有望視された『繰の革命J
は，肥料や農薬使用というエネルギーを消費する米

国式作物生産である.米国では lエーカー(今

4046m2) のトウモロコシ生産に 80ガロン(1ガロ

ン今3.79L， 80ガロン主303L)のガソリンを消費し

ている.燃料の枯渇と高騰が起これば，このような

作物生産体系は発展途上国で可能であろうか.農業

機械への依存からも脱却する必要があろう.具体的

にどのような変革をすべきかまだ明確でないが，現

夜利用できているエネノレギーが減少し，その価格が

上昇すると，産業， s常生活，農業に少なからぬイ

ンパクトを与えることは確かである.われわれの分

析は手始めのものであり，エネノレギー状況がさらに

悪化する前に，この問題を重視し大規模な研究を始

めるべきであるJ.わが国の水詣では米患のトウモ

ロコシ生産の約半分の効率，すなわち産出/投入比

が 1を若干超える程度，その原屈は，米国に比較し

て農薬と農業機械の投入量が多いためどされてい

る(宇田)11 1976) .施設匿芸で、は間接エネルギー

として施設が加わり，さらに誼接エネルギーとして

の暖房のエネルギーが追加され，産出/投入比は低

くわずか数%となる(高倉 1979) .人工光による

植物工場であれば当然分母は大きくなり，さらに効

率が悪くなることはいうまでもない.

このような状況はこの 30年閉まったく変わって

いない.原油価格の変動は投機的な動きもあり，予

測は隠難であるが，この冬にもまた高騰しないとも

限らない.とにかく原油壊蔵量は確実に減少してお

り，あらたに安価なエネルギー源がみつからない眼

り，原油に頼るわが憶のエネルギー事情は確実に深

刻になってきていることはまちがいない.農業とく

に施設麗芸の存続を考えるなら，早急に大競模な研

究を実施すべきであろう.
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1 . 植物工場(完全人工光)の

夢と現実

朝日新聞(1973年 2月 3S)に「まるで宇宙の菜

園のよう jと紹介されたコンヒ。ュータを駆使して人

工光下でサラダ菜を栽培し，植物の光合成速度とい

う横物からの直接の情報をとらえ，環境を最適に制

御する方式を世界に先駆けて開発し (Takakuraら

1974， Takakura 1975) ，植物が直接情報をもたら

すとしづ意味から SpeakingPlant T巴chnique (Udink 

ten Cateら 1978) とさわがれたことが，今日の植

物工場研究の始まりといっても過言ではない.ただ，

t産物の場合は画像情報が多いこと，篤農家といわれ

る人たちはまさに画像情報で、栽培管理を行ってい

ることから，その後植物の顔色を読む手法 (Reading

Plant Faces' Technique) の研究の必要性が提案さ

れた (Takakura1992) .この実験に関しては，後

に植物工場の研究をスタートさせた(株)S立製作

所をはじめ，主として電気・電子産業を中心に 2桁

以上の企業の見学があった.現在まで続いている欧

州施設冨芸視察旅行の第 1回は 1979年 1月下旬に

行われ，これには当時の(株)日立製作所の副技師長，

(株)の室長， (株)島津製作所の課長ーと

いう人たちが参加している.現在，アグロ・イノベー

ションとして存続しているわが閣の施設園芸展の

見本であるオランダの国際施設闘芸展 (HortiFair) ， 

オーストリアのルスナ一社のタワー温室，わが国の

カイワレ大根生産の見本であるデンマークのクリ

ステンセン農場など植物工場の見本として見学し

た.1984年には， (株)日立製作所の提案により， JICA

のプロジェクトとしてサウジアラビアに植物工場

を建設するための調室が行われた(国際協力事業団

1984) .当時のサウジアラビアの施設霞芸はすでに

約 500haの規模で，現地の担当者がこのように太陽

光の豊富な障でなぜ人工光で栽培しなければいけ

ないのかという素朴な疑陪には答えようがなかった.

科学技能庁が中心となり，植物工場研究の可能性

が検討された(科学技術庁資源調査会編 1987) • 

当時は植物工場とし、う表現はできるだけ避ける風

瀧があり，また太陽光利用型はすでに…般化した施

設として普及しており，総称は高麗環境制御システ

ムによる植物生産と定義された.完全人工光による

植物工場施設で永続しているものが少なく，また施

第 11号 (2009年)

設園芸温室は北欧を中心に機械化高度化が進んで

きていること，緯度が高く冬期には補光用の人工光

を使用することなどから，植物工場の定義を太陽光

利用型，人工光併用型，完全人工光援というように

してきた(科学技術庁資掠調査会編 1987，(株)社

会工学研究所 1986)

ほi玄関じ墳，次世代横物生産システム研究会が発

足し，参加企業とともに 2年間にわたり，植物工場

に適する植物の可能性が検討された((株)社会工学

研究所 1986).最後の可能性として薬草類が残り，

また医薬品としてのケシ栽培も検討されたが，いず

れも問題があり，先には進まなかった.

ノレスナ一社のタワー温室は当初，太揚光利用型で

あったが，不均一な光分布から，完全人工光型に変

わった.しかし，結局うまくし晴海ず， 1979年にはす

でに開鎖されていた.米自における植物工場のパイ

オニアというべきシカゴ近郊の PhytoFarms of 

Americaも 1980年代に閉鎖された.わが闘では第 2

次のブームのときはじめた東洋エンジニアリング，

ノ¥イシャトルグループなども結局うまくいかな

かった.ハイシャトルグループは当時テレビで何度

も大きく取り上げられ，外見上生産は順調であった

が，品質がよいことからこだわった箆定締格販売方

針が冬場の露地もの剣絡に影響されて崩れたこと，

さらに通常の小授模な尖験では明らかにされてな

いいくつか栽培上の深刻な開題点をかかえていた.

その主なものを挙げる.

(1)チップパーンの発生

一般の温室栽培でも発生し，商品{i1li僚が無くなる

ために，欧米でも大きな被害が出ており，部分的な

カルシウム不足による生理錆容であることは判明

していたが，それ以上のことはわからず， I坊ぐ手法

としては，生育を送らせるかチップノくーンの出にく

い品穏を使うしかないといわれていた.レタスを好

適環境条件に保ち，生育を促進すると生育後期に発

現し，商品価値がなくなる.

(2)不要塩の蓄積

太陽光下の栽培であると，蒸発散が盛んであるた

め，養液は植物に吸収されない分を含めて少なくな

り，新たに調整された養液を追加すればよいが，人

工光下では蒸発散が少なく，生育を促進させると養

液の成分と植物が必要とする成分が異なるため，植

物に吸収されない硫駿塩など不要塩だけが養液に
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残るため，追加する養液の成分調整だけではなく，

定期的に養液の総入れ替えを行う必要が生じる.

(3H斉藤濃度の増加

ガンとの関連が疑われ，一般の温室栽培でも問題

視されているが，弱光もその lつの原悶と考えられ

ており，オランダでは法的に規制されている.

われわれは，最重要課題のチップパーンの発生メ

カニズ、ムの解明とその対策法に取り組み，数年の研

究の結果，その全容を明らかにできた (Gotoand 

Takakur・a1992a， b) .これはわれわれにとっても大

きな研究成果であり，清水建設(株)と共同で，審査

に時間がかかるわが閣を避けて，アメリカおよび英

国の特許を取得した(清水建設(株)1993， 1994) . 

その後，キューどー(株)がやはり問様の原理で植物

周りの空気流動が可能な装置を特許出願している

(キューピー(株) 2000) 最近はサラダ莱より，

レッド・グリーンレタスやガーデンレタスなどチッ

プパーンの出にくいものが主に栽培されており，従

来ほど陪題視されていない.

とにかく今までに， 2桁以上の企業が大規模生産

を試みてはみたものの成功していない.弱光下での

栽l去のため，どうしても品質に問題があり，完成品

の歩臨まりがよくないこと，また以前から問題 (2)

および (3) はまだ解決してないのではないかと恩

われる.最近では，コスモプラントの撤退が目新し

い.数年前に見学したとき，無農薬という表現が使

えなくなること，弱光で徒長気味なため，数{悶を集

めて lパックにするというかなり苦しい運営で、あっ

た長い間独自の小型栽培施設を生産・販売してき

たキューピー(株)は生産を中止するという.植物工

場の場合，とくに異業種の参入はマスコミに大きく

取り上げられるが，陰に認れている問題点の究明は

おろそかにされるきらいがある.

高い生産コストに見合うだ、けの独特な販売ルー

トがない場合，物珍しさの期間が終わったあとで，

施設栽培や露地栽培のものとの競合に打ち勝つこ

とは簡単ではない.成功した植物工場の見本のよう

なカイワレ大根の大規模生産も工場のように自動

化・機械化はされでも，これといった栽培ノウハウ

が必要ないため，生産コスト削減の過渡の競争のた

め多くが姿を消した.安定した高価格での製品の販

路を確保することがなによりも重姿であることは

改めて指撤されている(農商工連携研究会編 2009). 

米匡でも似たような動きがまた起こっており，スカ

イファーミングと称して，ビル内部で、の植物生産な

どをコロンピア大学の教授が提案しているが，異分

野からの思いつきで表面的にみえる

(http://www.verticalfarm.com) . 

2 エネルギ一対策

エネルギー問題で、はわが国ほど深刻ではないオ

ランダでさえ，できるだけ施設潤芸へのエネルギー

投入を減らし，さらに施設陸芸で、エネルギーを生産

することをめざした通称，女王プロジェクト

(Queen' s Project) として，大型プロジェクトが

始まっている(高倉 2008a，b， c) .高緯度のオラ

ンダでは温室の援房と冬期の補光が不可欠である.

オランダにおいて天然ガスは自給しているが，施設

菌芸での泊費喜子:を下げるために，温室のコージェネ

システムでの余剰電力を高傾格で売電できる.遅れ

ばせながら，わが国でもドイツ並みに太陽光発電の

器定価格買取制度が始まろうとしているが，オラン

ダ方式の研究開発も必要であろう.

わが罰でも，農林水産業の分野において 21世紀

における食糧，資源・エネノレギー，環境等に係る諸

問題を解決するための鍵となる新しい技術開発が

不可欠であるとの考えから，蔵官学の連隊による長

期的かっ大規模なプロジェクト研究を構想、し， 1978 

年から 10カ年計闘で「農林水産業における自然エ

ネルギーの効率的利用技術に関する総合研究(グ

リーンエナジー計画)Jが実焔主れた.この研究は，

光合成能力の向上や生物的窒素悶定の有効化など

植物体そのものが持つ物質生産能力を舟上させる

とともに，太陽エネルギーなどの自然エネルギーを

いっそう穣極的に利用することにより，化石コニネル

ギーに大きく依存している現在の農業生産技術か

ら脱却し，革新的な技術体系を開発することを目的

として行われたもので、あった.この計画は，農林水

産業の多くの研究分野が連携する学際的な研究で

あり， 5つの研究系(エネノレギーの分布と利用系，

物質組定系，生産環境制経|涼，補助エネルギ一変換

手IJJ羽系および生産技術系)ごとにチームを編成し，

研究が行われた(農林水産技術会議事務局 1990，

高倉 2004).その結果多くの新知見が得られたが，

エネルギー関連では重油価格が再び下浴したこと

から，これから現場への適応という段階で頓控して
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しまったといえる.

昨冬の重油高騰でいくつかのエネルギ一対策プ

ロジェクトが実施されているが，思いつき的なもの

が多く，紹介の場も業界新聞や業界誌がほとんどで，

当該の専門学会での十分な討議を経ていない.より

組織的計画的な取組みの必要性が痛感される.

3. L CAと Food 聞 leage

ライフサイクルアセスメント (LCA)やフードマ

イレージ (FoodMileage) という言葉が最近よく使

われるようになった.LCAとは生産物の全行程(生

産，使用，廃棄の各部門)で、の消費エネルギー量や

炭酸ガス発生量等の環境負荷を算定するものであ

るが，計算境界があまり正確には決められないこと，

また計算そのものも，かつてのエネルギ一分析同様

に産業連関表を用いてマクロに計算するか細かく

積みあげるかなど簡単ではない.生産部門や使用部

門はすで、にエネルギ一分析として行われているが，

廃棄部門は耐用年数の問題，さらにどこまでを廃楽

とするかが大きな問題である.まだそういったとこ

ろの計算手法が統一されていない.計算自体はエネ

ルギ一分析より詳細な計算となっており，環境負荷

としづ観点が強調されている.温室トマト栽培の場

合も北関東と九州、|では C02排出最で 3倍の開きが

あるという.また，環境負荷物質排出量の比較では，

鉄鋼材からが圧倒的に多く，被覆材の 50~80 倍，

コンクリート基礎も 20倍程度と大きい.もちろん

これには廃棄部門は含まれていない(小綿 2008，

小綿ら 2008) . 

フードマイレージは食糧の重量×輸送距離 (tX 

km) という計算で，生産地，市場，消費地と分か

れてしまった現代の物流をエネルギー的に評価し

ようとするものである輸送と貯蔵のエネルギーと

施設調芸で、の直接エネルギーを計算した例もある

(Enoch 1978) .レタス生産を例にとると， 1，000km 

程度の空輸であれば，施設闇芸での直接エネルギー

の方が 10倍程度大きく，温暖な地域で生産したも

のをさE輪した方が得であるという.貯蔵のエネル

ギーはさらに少ない.

4. エネルギーと食糧の自給

食糧とエネルギ一戦略からいえば，施設型農業だ

けでなく，露地農業も含めて検討する必要があるし

(高倉 1986) ，さらにエネルギ一戦略全体からの

施策が不可欠である.最近はバイオブームで、バイオ

エタノール生産が話題になっているが，穀類のエネ

ルギ一転用は食糧との競合も問題となっている.植

物の光利用効率は低く， 1~2%穂度であり，さらに

長期間の栽培には多くのエネルギーと労力を要す

る.それに比較して太陽霊池は単結晶タイプだと

15%以上の光利用効率であり，いったん設置すれば

若干のメインテナンスはあるものの，植物栽培とは

比較にならない程度少ない.間じi也表函が利用でき

るなら，トウモロコシ栽培との比較で，エネルギー

的にはすべてを太陽光発電に利用する方が 60倍も

得策という興味ある試算がある(村沢 2009) .さ

らにガソリン車と電気自動車との効率の還を考慮、

すると，その差はさらに広がる.これは感覚的なバ

イオブームにjりする警鐘ともいえる.太陽光で発電

し，植物工場の人工光源に供する実験(エスペック

ミック(株)2009) は光の利用効率を考えると逆の

発想、であり，そこまでしなくてはならないかという

疑問が残る半導体レーザを利用した植物工場での

栽培実験は光強度が高く，イネも栽培可能であると

いうが，将来エネルギー価格が安くなればという大

前提の基での実験である(浜松ホトニクス(株)

2009) 

横物環境という観点からいえば，光は波長，強度，

照射時間という 3次元性のもっとも重要な環境条件

である.波長が限定できる人工光の場合はまだまだ

解明されなければならない事項は多い

わが国では遺伝子組換え作物はー穣のタブー化

されている.しかし，アメリカでは大豆の例にみる

ように，多くの研究成果がある. トマトで HIVワ

クチンの生産に成功した僻 (Matobaら 2005)やリ

コピン濃震を飛躍的に増大させ，さらに耐寒性や耐

病性を添付するための宇宙栽培計画の例

(Khodakovskaya 2009) など，もしそれを栽培する

環境が特殊なものであれば，植物工場での栽培に結

びっく可能性は否定できない.

おわり!こ

植物工場にはこれといったノウハウはないとい

えるが，なんとなくロマンを感じるのであろうか.

最近，昆虫に稀少薬品を工場的に生産させるという

趣旨で昆虫工場なる表現が用いられるようになっ
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たが，野菜生産よりはるかに大規模で工場化してい

る家禽や家畜の飼育の場合，家禽工場や家畜工場と

いわないのは興味深い.

積物工場の定義は難しい.20年以上もたって，や

はり同じように光源に闘して暖昧な定義になって

いるのは，一つには一殻的な施設闘芸は高度化し発

展してきているが，完全人工光による横物工場が伸

び悩んでいるためと想像される(科学技術庁資源調

査会編 1987，農商工連携研究会編 2009). r工場J

を高度な技術を用いてものを作る場であるという

ように解釈すれば，光源や閉鎖空間にとらわれず

オーフ。ンハウス型議物工場があってもおかしくは

ない.都市温暖化の緩和・抑制を白的とした集合住

宅建上での莱盟，高層事務ビル屋上の禄化などもそ

の可能性が高い.従来の化石燃料依存型からエネノレ

ギー自給型(エネルギーゼロ入力)への転換は不可

欠であり，そのためには例外的な場合を諜き，太陽

光を最大限利用することが大前提となろう.

米圏でも最近は自給自足的な考えの提案が増え

ている (CEAC2008) .英匿に原点があるオートモ

ナスハウス (AutonomousHouse) は本来一般住宅の

エネルギー自給をめざしたものであるが，食糧の自

給も考慮されている (Valeand Vale 1975， 2000) . 

ライフサイクノレアセスメントやフードマイレージ

の考え方にたてば，持続型食糧生産としてあらゆる

形の都市農業と持続型食糧生産 (Urbanfarming and 

sustainable food production system) は重要な研究課

題であろう.
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