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高度施設施間芸におけるイノベーション戦略注1)

中野明正*

〔キーワードJ:グリンハウス，植物工場，イノベー

ション，モデル，研究開発

1.はじめに

高度施設閤芸の最先立誌と言える植物工場は，特に

野菜の工場生康を志向した生産体系であり，いくつ

かの成功事例がある.しかし，全体的な見通しゃ，

戦略についての議論は十分とはいえない.現状の

「点j を「線」に，そして「茄Jにする試みが軍基さ

である.また，短期的には“植物工場"だけで，施

設生産のレベルアップを図るには，無理がある.

操業以外の分野も含めた戦略(ピジネスモデ、ノレ)

について整理するとともに，これらの成功モデルの

視点を盛り込みつつ植物工場および高震施設関芸

の股開方向を考察した.植物工場を通じてお

にイノベーションを起こす視点と戦略について述

べる.

2. 植物工場による農業イノベーション

植物工場という言言葉が，再Aび章rr聞紙上を賑わして

いる.しかし，このようなブームは 3度目である.

衰退する日本の農業， TPPに象徴される慌国論に対

して，科学技術による局間打照の切り札として再び

脚光を浴びている.

ガットウルグアイラウンドなど，近年の自由化の

流れにおいて， 臼本の農業にはいくつか正念場は

あったが，自給力の低下や担い手の減少など，農業

の活性を示す数値は低下の一途安たどり，残念なが

ら f科学技術jで麟的に回復した状況ではない.植

物工場も 3度目の正直で、，今度こそ日本農業の V

回復へと貢献できるのだろうか.このブームをイノ

ベーションに繋げるために必要な接点について現

状を分析し，他分野の成功モデ、ルなどを参考にしつ

つ，あるべき高度施設闘芸のイノベーション安考え

る(中野 2011b). 

(1)植物工場とは

植物工場とは，環境及び生育の計部など科学的知

見を基礎として，高度な環境制?却を行うことにより，

"J1;H百f主主総 本i部 (AkimasaNakano) 

野菜等の催物の周年・計幽生産が可能な栽培施設で，

主に 2種類に分けられる.典型的なものとして，ま

ず第 lに「完全人工光型j である.これは，閉鎖環

境で太務光を用いずに，蛍光灯や LEDなどの人工

光のみで栽培する手法である.

もう一つは， i太陽光利用型j と呼ばれるもので

あり，太陽光・人工光併用型を含む，いわゆるハウ

ス栽培である.これは，太鵠光の利用を基本とし，

人工光による補光や夏季の高温抑制技術等を用い

て栽培する手法である.

本稿では，技術開発の現状などを踏まえて，最終

的に現在の高茂施設生産(温室生産)を革新するも

のとして“グリンハウス 2) を提案する.

(2)植物工場の利点・可能性

まず，工場的生産であるので，季節，天候にtr.右

されずに安定供給が可能であり， 4定といわれる，

定時・定量・定質・定価格の生践を可能とするシス

テムである.そして，地域や土地を選ばない，単位

面積あたりの高い生産性，義水分市IHMlによる食味の

向上，光制街lによる栄養価の向上，農薬使用量の低

減が可能とされる生産体系である.これにより，

産物の高付加倣値化が可能となる.さらに，労働の

平準化，作業環境の快漉化，経労化が可能となり，

結果として，周年雇用，労働力の確保が可能となる.

異業種からの参入が可能となるシステムであり，異

分野など多様なノウハウ・技僻の活用の場となる可

能性も秘めている(寺島ら 2005，池田 2010). 

(3)イノベーションとは

本稿では，農業を活性化するために，“礎物工場"

自体がイノベーションにより新たなものへと展開

するにはどのような視点・戦略が必要なのかを考察

する.

まず，イノベーションとは何であろうか.広辞苑

によると生産技術の革新・新機軸だけでなく，

新商品の導入，新市場・新資源、の開拓，新しい経営

組織の形成などを含むJ，また， i日本では技術革新

という狭い意味に用いることもあるj とあり，一般

には，普及・定義の部分の認識が弱い.

0369-5247 /lO/Y500/ 1 論文/JCOPY 
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¥モデルが変わる。

1ZI1 イノベーションとインブルーブメント

実は，この定義の認識が重要であり「額期的な新

規モデルの創出と普及・定者J，つまり「普及・定

を含めてイノベーションとする認識(妹尾 2009)

に立つことが前提として重要である(図 1). 

現在， s本農業に必要とされているのは，改善

(Improvement)か，都新(Innovation)か，ケース・

パイ・ケースであろう.しかし，行き詰まりの感が

う現状では，従来モデ、ルの改善によって問題が解

決できないとの認識強い.イノベーションが待望さ

れている所以である.

3 広義の植物工場とそれを支える

農業研究開発の特性

関する問題点と課題を整

理!する.そして，農業研究縄発の特異性または隈題

点についても述べる.植物工場のような先端的なコ

ンセプトがあったとしても，それをとりまく環境へ

くしては，打需点が暁礁にならなし、からで

ある.

(1)植物工場の問題点

1)経蛍・技術面での課題

設置コスト・運営コストが莫大であるので，それ

を低減すること.また，販路・単価を安定的に確保

すること.現状，完全人工光型では， を中心

としており，経済栽培可能な品目が少なく，

など他の品目の栽格技術の確立が課題である.さら

に，太陽光利用型では，厳密な環境制御が難しく，

夏季の高温対策が課題となる.そして，上記の経

営・技術面の課題に対応できる人材の脊成も

ある.

2)施策面などの課題

現行は農家による農地での取組に対する支援が

中心であるが，農業を行う“工場"のため，

地施策等における取扱が不充分である また，植物

より生産された野菜のメリットについて泊

費者のイメージが墳行栽詰に比べて取り立てて良

くないことも問題である.イメージアップのために

は，新たな機能性の表ー示などの制度の改正も課題と

なる.

(2) 農業研究開発の特異性と問題点

イノベーションの議論が盛んな

る，研究開発，普及，定着のフ守口セスと農産物な比

べれば，かなり異なる風土を持っていると言わざる

を得ない.これには，問題点というよりもむしろ特

異性とすべき事項も含まれる.ここでは，

究開発の特徴とそれによって得られる研究成巣に

ついて，それが実用化に至らない問題点在整理する.

1)農業の研究開発の特徴

まず，農林水産関係の研究揺発には，他の分野に

はない特色がある.概要をまとめると，①自然科学



rllllif : I'r~iJ皮 jj仮設縮問芸におけるイノベーションi淡路 423 

から社会科学まで幅広い研究領域があり，(2:研究対

象が生物であり，多くの場合成果を得るまで長期限1

を要する.このため，③投資回収が悶難であり，民

間進出が期待しにくいとされる.④生物種，環境条

件など多要素との相五作用が研究対象であり，

となるには一貫的かっ総合的な視点が必要とされ

る.さらに，⑤立地条件によって適正品種，経営形

態等が異なるため，多誌かつ広範な試験研究が必要

である.最後に，⑥農業の多面的機能に象徴される

ように，農業経営の改善だけでなく，公益性がrll-l'Jい

というH'l致がある.

2)産業見IJ.官民研究活動の特徴

また，以下のような特徴もある.①研究費の粗付

加価値に対する比率は，}どき林水産業・食品産業は製

造業の半分以下である また，②研究費の伸び率は

相対的に低く拘lえられており，③主体別にみると，

自然科学部門全体に比べ公立研究機関の割合が~:

しく大きい.裂を返せば，④民間企業の参入が締め

て乏しい現状で、ある.民間会社での取り組みもある

が，⑤会全!:士:~Î;の農林水産関係研究費の 1'1] では，食品

工業関係がその大部分を 147めるという特徴もある.

3)盟と公設場所の研究活動の特徴

Mt法と公設場所(県など)の違もある.独?去の均

合は県毎の仕切りより広い地j或の枠組み(九州や東

北地方など)で課題を設定寸司る.また#[-1えさせるに

しても全国に|自jけ汎flJ'11:がrtiJl、成果を総定してい

る そのため成果が指品となる場合も，より広い範

1J1'1を対象とした商品となる傾向があり，地初日認定で

小さく成功するような商品で、はない.しかし，逆に

当たれば大きいようなものがある.燃の試験上誌の陽

台は，県の活性化が使命であり， l!i'産i171の開発やそ

れに閲する技術開発の傾向があり，ニッチな成果と

なる{民|向がある.

4)普及の速度が緩慢で商品化(アウトカム)に歪

らない理由

①基礎研究と応用研究での違い

UJ'i芽的な研究を含めた基路1i]f究の場合，側人のおこ

恕に依J処する場合も多く小規模で、の研究に終止す

る.そのため商r171化まで体系的に行われる割合は少

ない.一方で、，応用研究の場合は，アウトカムが想

定されているため，チームとして，最初から民剖と

組むようなスキームが相対的に多くなる.また，応

用研究の場合は，例えば，育穣や栽培や経営など分

立!?開の研究成果の組み合わせの姿奈が入るので，

数の研究分野に跨る調整が必要となる.

②研究分野による違い

基本的には食品など出仁iに近い材料を扱う研究

分野での商品化が速く，それ以外の分野では遅い.

独法研究機関や公設場所での成功例として取り上

げられるものについては，食品関連分野が多い.ま

た，品種の場合は時r，，9がかかるが，その成果は食品

分野と同様に明確で、あり，成果として見えやすい.

ff2良品積の登録は，高品化と i司慌にインパクトが大

きい.

一方で，栽培技術などのシステム化については，

①適用性が地域ごとに異なること，②議数の要素技

術が組み込まれていることなどから，③技術の縦突

性やその範[Ji'1がi羽織でないそのため，計e{IHiすべき

普及の把握そのものが凶難となる場合が多い.

③公的な研究の特徴と眼界

まず，公的な機関では，直接的に利益を得る高品

開発がミッションになっていない.大学以外の公的

な研究機関の主なミッションとしては，行政に資す

る科学的，基礎的な知見のかl出にあり，開発した技

術の普及に|自]け

製品化，販売の彼点

社会的な経済効果につし

商品化に|向けた戦!日待問が弱い.

るが，J;~ヰミ I'IJ(こ陥

ら7.10る治、，または

な評古fliがないなど，

現状， s虫法発のベンチャーは非常に少なく，それ

による成功併もあまり見られない.HlIJ度的には可

能なのかもしれないが制約が大きい.少なくとも，

段諮問係の独立行政法人からベンチャー企業i没去

を推進する風潮はない.独立行政法人は向とは違い，

外部資金の獲得，自己収入の地加をも3励されている

が，やはり員間とは呉なり様々な規制に純られてい

るのが実倍であろう.

④公的な研究機関のブランドイメージ

との共間研究の成以ーとして製品等が経去

される;場合も多いが，独法自体のブランドイメージ

が磁立していないのも問題である.小小企業は，公

的なお安付きの印象を隅品に付与する意味から述

銑を志向する場合もあると考えられるが，

連慌を強めたいと思うほど魅力的な研究成果を

分に創出できていないことはもとより，そもそも独

立行政法人のブランドをイメージとして打ち出す
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メリットが小さい.むしろ独立行政法人に対して一

般国誌が持っているイメージからして，連携のメ

リットは大きくないと評価されている可能性もあ

る.

4.成功ピジネスモデルの類型化と適用

前壌では，操業研究成果の社会理元の不十分さの

要因について考察したいくつかのハードノレはある

にせよ，まずは，研究開発から普及・定着までを，

ビジネスとして術障する必要がある.そして，どの

ような市場形成やその拡大をイメージするか，知財

マネジメントを含めた製品開発の視点が必要で、あ

る.少なくとも個別の技術課発だけを綿々と取り組

むような戦略では普及・定着まで含めた真のイノ

ベーションは起こせない.

~ -では，し、くつかの既存の成功モデルを紹介す

る.課題を達成し問題安解決するための戦略が必要

であり，成功モデルの適用;こより活路を見出せる

{0Jえば，パソコンは， rインテグ、ラノレ型製品」

「モジュラー型製品J→ fコモディティ品jの流れ

で低価格となり，普及した.結果として，市場への

普及定肴，社会全体に新しい儲伎をもたらし，イノ

ベーションを定者させたといえる.この成功例は，

①研究開発戦略(例えば，必要とされる技術の設定)， 

②知対戦略(権手Ij化〔クローズ]と公開[オープン]

の見極め)， @市場拡大と収益確保のどジネスモデ

ル，この三位一体の事業経営の重要性を示している.

iには，今示したような事業戦略などで取り上

げられるいわゆる“モデル"と呼ばれるものを抜粋

し整壊した(経産省 2010).さまざまなレベルのも

のが混在しているが，個々の研究者，特に農業分野

では，これらのスキームの存在を念頭においた研究

推進は意識されていない.これらの撰点を導入して

研究課題を再矯築することも有益である.以下iこ，

特徴的なモデ、ノレについて解説を加えつつ，植物工場

および高度胸設霞芸に対する応用事例を付記した.

(1)インテルインサイドモデル

CPU (Central Processing Unit :中央演算処理装置)

などの生産で有名なインテルが取った戦絡であり，

とも呼ばれる.基幹部品を爺IJ

i却して，それ以外の部品とのすり合わせが必要であ

るため，簡単に模倣できない戦略である.

l段階では，インテルは CPUの開発技術に注

カし，処理性能に優れた CPUを開発した.製造技

術については秘匿し，周辺はオープンにして， PC 

が多くの人に使われるようにした. r内クローズ，

タトオープンJとも呼ばれる仕組みである.第 2段階

としては， CPむだけでは PCは組み立てられないの

で， CPU;を組み込むマザーボードを初めとする中間

システムを形成した.また，周辺機器のインター

フェイスは金額の標準化を進め， USBなど今ではな

じみの深いものとなっているインターフェイスの

諜準化を行った.第 3段階として，国際分業による

普及を関った.従来の，部品から完成品までを一企

業が行うのではなく，国捺的に分業して行った.こ

のとき，新興閣に欝及機能な持たせつつも，革新技

術は掌握するという，重み付けが行われている開襟

斜分業の形態になっていることがポイントである

(妹毘 2009). 

植物工場などの高度な生産体系を世界的に展開

する場合， CPUに指当するコアになる部分は押さえ，

そのや間財も戦略に入れつつ国際斜分業により中

国や東南アジアに普及していくモデルが考えられ

る.ここで CPUに棺当する部分は，鰐えば，ユビ

キタス環境制御装置などである.

(2) アウトサイドモデル

完成品主導型モデルとよばれる.典型的な例は

アップノレ社が開発した iPodや iPadである. ト}タ

ノレでのコンセブト構築がしっかりしていると

の成功につながる.逆に，部分的な，コモディティ

部品材料等の下請けになってしまえば，大幅な利益

を得ることは難しい.農作物についても，完成品に

ついてのコンセプトを明確にして，最終製品の価値

形成を行わないと，部品生産にすんじてしまい，手Ij

を?辱ることができなくなる.

アップρノレは製品だけで3なく，そのコンテンツI淡路

においても独自性を発弾した.王子楽などのダウン

ロードを行うためのソフトウエア(iTunes)を無料で

配信し，普及を図るなどの斬新な戦略が採られた.

一方で、， タの転送・伺期に関するソフトの特許

や技術は夜、援している.インサイドモデルで、述べた

クローズとオープンの使い分けが行われている.

例えば，グリンハウスでの生産・流通で使用する

ソフトウエアについても クローズとオープンの使

い方を意識することが示唆される

(3)プリンタモデル
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表 l モテ、J~の!日j とその怠味

モデル

アクノロジー

ブロジェクション

ビジネス

リフレクション'

ウォーターフォーノレ

国際斜形分業型

切J径琢縫恕

独占市場形成

ビジネス

技術キ尽互利用型

ビジネス

インサイド

アウトサイド

ブリンタ

ビジネス

エレベータ

ビジネス

ソリューション

ビジネス

オベレーション

ビジネス

アブィリエイト

技術モデノレの意味

開発された校術(シーズ)を起点として， r fllJ出→保護→活用jへと展開するリニアモデル.イノ

ベーションにおける王道.技術から先にi1主む，し、わゆるフォワードモデル

イノベーションを起こすシナリオから必要な事業資源の構成をするモデル.有るべき姿から渓る.ヲ
ノくースモデルとも呼ばれる.

リニアモデル，カスケードモデルとも呼ばれる.大企業が研究，開発，生産，販売，アフターサービ

スまで全てのブ。ロセスを実施する.技術力が勝負のu寺代のモデル

従来の欧米型に力nえ，イノベーション競争に積徳的な新興国が参加.l日:界に向けての商品の爆

発的な普及に繋がる.

従来の日本企業が得意としたfままi宣統合・自高IJj::義・抱え込み主義jの企業群により行われるモ

デルで，同じタイプの会きさがf既存モデルjを隠さ上げて，商品カを持った製品を生み出した.

ひとつの製品に含まれる特許数が少なく，基本特許の取得により，独占的な市場な形成するそデ

ル.医薬品や機能性素材に見られる事例であり，合終的などジネスモデルのひとつ.

ひとつの製品に多数技術が必要となり，自前だけでは矧えないので，他社からライセンスなどを受

ける必要がある.従来からのエレクトロニクス商品などに見られる事例であり，古典的なビジネスモ

デルのひとつ.

基幹部品主導型モデルとも呼ばれる.基幹部品を制御して，それ以外の部品とのすり合わせが必

要であるため，簡単に模倣できない.r内クローズ，外オーブンJとも呼ばれる.インテノレやシマノ

(自転司王)の開発治対日当する.

完成品主導型モデノレともpヂばれる.卒越した製品やサービスのコンセブトを駄にブランドカや使い

やすさで消~'J:者を引きつける一方で，部品の大部分は外部から調達するモデル.アップノレ社が
典型的な例

本体製品とi点耗品の組み合わせで事業を構成する.ブリンタとインクカートリッジのように問1iがそ

ろう必要があるが，プリンタが売れれば消耗品であるカートリッジが自動的に売れる仕組み.カミソ

リと務え刃の関係も関係.

本体制i絡の収益とその後のメインテナンスで稼ぐモテツレ.チェック(保守点検)，アクション(修理，

交換)を行うが，そのu寺に改良点を見つけることもj忍定され，技術の進展にも寄与できるとされる.

サービスがもの自体にあるのではなく，顧客の問題を解決するシステムを形成することにある.付

加価値のレイヤーをそノのレイヤーからサービスのレイヤーに移行させるモデル.

プラントや設鍛とし、うよそノだけではなく，その{吏い1iやそれを使用した事業の運営までを含めた

サービスさ色体を含めて提供するモデル.ライフサイクルどジネスモデルとも呼ばれる

ウェブ"-tj-イト等から広告主サイトへとりンクを振り，そのリンクを経由して， ifij品を購入した烏合，リン

ク元に報酬が還元されるモデル.

プリンタが市場に普及すると，その消耗品である

インクカートリッジが売れる.これはプリンタ

(4) エレベータメインチナンスビジネスモデル

エレベータは日々使用するものであり， }滋密にそ

の安全性を保証する必要がある.むしろ，点検を通

じて製品の改善点の情報も得られるメリットがあ

る.

ノレといわれる.間様に，携帯電話本体を安価に販売

しても，加入してもらい途中解約を制摂すれば，逸

話料で回収できる.現在の，また新たな養液栽培な

どのモデルを考える上でも参考になる.

例えば，施!把装置などは，かなりのスペックのも

のを廉価で販売し普及させ，使用する肥料に特急を

もたせ，そこで回収する 環境測定装置も同様であ

る.湿度センサーなどは，ある程疫消耗品と言える.

システムの普及のために，基本装置を安価に設定し，

日伯的高価な消耗品で回収するi淡路が想定できる.

}の視点はグリンハウスビジネスでも櫨めて

要である.例えば，環境制御装置のメインテナンス

ビジネスに当てはめることが可能である.栽培環境

は刻々と変化し，同じパターンは二度と得られない

といってよい.そしてその持の植物の状態や生産性

の情報は，次の生産を改善するための重姿な情報で

ある.実際，このような考え方は，施設生産の本場
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オランダでは常識である.装置の点検ビジネスに加

えて，刻々と変化する生産量について，改善活字Rを

提供するコンサルタントビジネスが成り立つ.

(5) ソリューションビジネスモデル

t!J:界のコンピュータを先導した IBMはコン

ヒ。ュータ製造業からサーピス業にシフトしている.

現在は，売り上げの 7割以上がコンサルテーション

やシステムインテグレーションなど，いわゆるソ

リューションビジネスになっている.顧客への提供

する価値は，モノ自体ではなく間態を解決するため

のシステム構築にある.

これも，グリンハウスピジネスに欠かせない視点

である.どのような品自で，どのような儲格帯の製

品を，議をターゲットに，年間どの程度生産するの

か.それにはどのような装置，栽培方法が最適なの

か.まさに現在まで培われた高度焔設生産における

経験とノウハウが必要とされる.それらをどのよう

に組み合わせ展開するか，高度なコンサノレティング

ビジネスである.

5.植物工場のイノベーションに向けて

以上，現状の際題点とそれらの解決:に向けた視点

や適用可能なモデ、ノレについて述べた.ここでは，ま

ず“{濯物工場"について，イノベーションを起こす

視点で技術を中心に概要を繋壊する.

(1)様物工場と高度施設生産

ここまで，最初に者二i二wrったものの，植物工場に

ついての本稿のスタンスについて明確にしていな

かった.ここで改めて撞物工場の概念、の整理をした

し¥

第 3次の植物工場ブーム(高辻・石原 2011) に

際して，いわゆる“高震な施設生産"も含めて，“植

物工場"という整理のされ方をどする場合が増えた

(図 2).しかし，日本の施設生産の多くはいわゆる

ピニルハウス栽培であり，植物工場というには違和

感があるものがほとんどである横物工場では，

終的には定義にあるように“周年生産が可能な"施

設を目指すが，太陽光を使うということで自然環境

に依存し，影響される部分も大きく，達成までの道

のりは遠いというのが多くの専門家の認識ではな

いだろうか.

織物の生産方法について，イノベーションを起こ

すという観点から言えば，完全人工光型に象徴され

る“狭義の催物工場"にはより 11煽広い可能性が広が

る.また，最先端分野で開発された技術の，施設闘

装全体への波及効果も期待できる.そこで，まずは

“典型的な植物工場"を想定し，それについてどの

ような視点の技能開発が必要かを考察した.

そして，次に，現在の rJjfE設生産Jを高度化した

生産方式についても考察した.これについては，今

後求められるコンセプトを導入して，イノベーショ

ン念起こす必要があると考えている.

関 2に示したように rr高度な施設生産j につい

ては「植物工場j と基盤技術は同一であるものの，

横物工場とは

一植物工場一---

、---叩偏向司----聞--句同町四

~12 ，fj宣物工場の概念の拡大と符繋蕊!
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あえて，その時外に位置づけ，新たな視点を盛り込

んだグリンハウスイノベーションを提案する.

(2) 植物工場(完全人工光型)におけるイノベー

ンヨン

まずは，最初の完全人工光型に象徴される「典型

的な鈍物工場Jを想定して，改善(Improvement)

と倉Ij新(Innovation)の視点で展開を整理する(剖 3).

1 )縫物工場に適した品自・品種や栽培法の開発

改善の例としては，養液栽培での生産性向上に資

する品種や生産技術の開発がある.生育期間の短縮

や，ターゲットとなる成分合去の高い品穏への適用

の拡大がある.ここで，怠Ijjffrされるべき技術は，

JlJ植物など栽培未若手の植物であり，それらに含ま

れるが「たな機能性成分などがターゲットとなる.そ

して，増猫しやすい品種などの発見によりイノベー

ションが起こる また，開会主系ならではの特性を活

かして，遺伝子組換え他物による有用物質の量産技

術の開発が期待される.実際，犬などのベットへの

使用を想定し，歯周病を予1¥方・治療する目的で，イ

チゴにインクープエロン αを生産させ，それを|臨床

的に投与する実験が行われている.

綴物ヱ壌に遜したふ拐事
<芸文芸審>
例:護委長室裁滋でき主重量性向上
<総務>
-o1J裁埼玉経務手の薬務など
-o1J遺伝子総換え作物による

挙事沼紛殺さ主産主

務~:生産性向上哲品緩向上
<議事j新>
係:米選雪ミ予の5弘毅成分

緩物ヱ実務ならではの怒二ζ淡
く改塁審>
タY:主主主重役向上， S語録潟よ

く麹i新 >

2)植物工場ならではの加工法

創主irは閉鎖聖技術である.系外への物質の放出は

f!\~ く，または有害生物などの混入も高精度で抑制で

きる.これはし、わゆる施設生産j とは葉月IJ化で

きる部分であり，被物工場ならではの抵lJill密度の生

産も可能となる.さらに，加工技術としての滅菌処

政!と組み合わせて付加古lli1肢を飛躍的に高めること

も想定される.

3)植物工場に適した流通法

改善点としては，定時，定量，定質，定価格をさ

らに徹底する技術開発であろう.また， ~誼物

らではの捨てるところが少ないことを突き(i古めて，

廃棄物ゼロの生産物が開発されれば間期的である.

鮮度保持では，温度管耳!1や光質制御による最新の技

術が応用できる.

ヰ)植物工場に適した販罰法

rg Tg~ };5 1ì~ のモデルは既に開発されiよよ入されてい

るが，究傾向告には“家I'if家消"である.家庭mの冷

レベル，つまり家電製1171としての詩及が可能な

技術出発がイノベーションへと結びっく.

-o11定義寺，まを議，定策， E主{鐙絡
<剣豪詩>
務Ij:務築物ゼロ
務上紫外線による品箆祭努技宇野

綴物ヱ滋i二支撃しずこ怒祭淡
く改善警>
務IJ::i透縫綴きをなどをaf寝

言語i務
移u夜長霊感i尚喜室長室芸家j誇

綴物工主義iニ適した露霊祭渓
<改善審>
タjより後滋なさ主立室主護士童
<言語i新>
-o1J:バリアフリー

務H思議集長室，滋言室長喜怒 議物工場!こ議した人殺緩後
<波孝義>

〈従来にない緩潟)

例.重量議後手努や経営の号主審
<綴j新>
タIj:ビジネスモデルの言語i出

iま13 椛物工iSイノベーションlこ必要な己Ktきとかi新
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図 4 日本における露地・施設・後絞殺土庁商務の推移

5)槌物工場に適した人材育成，塵賂法

作業環境を櫨めて快適に調整でき，軽労イヒ，

イとされるため，陣容者や高齢者など，従来の農作業

では庭用が困難な人もその対象となる.また，技術

事態が，プロセス化，平準化されるため改善もされ

やすくなる.さらに，経営全体としても改善が進み，

トータルシステムとして究極のマニュアノレ化が可

能となる.

6)植物工場トータルシステム

要素技術の組み合わせ方により，形成されるシス

テムのバリエーションは無限にある.そして，各要

素の倉IJ新によりシステム自体も創新される.織物工

場は生産現場のフィーノレド(場)として構築され，

され始めれば独自のスタイルとして，それ自体

が新たな価値を生み出す可能性を秘めている.

6. ~蓄産施設生産のグリンハウスイノベーション

狭義の捕物工場に関する研究で得られた成果は，

施設生産lこも波及するであろうが，前述したように，

施設生援の技術開発を“植物工場"のそれとして包

含するには違和感がある.そこで，現在の施設生産

が担う部分をイノベーションにより飛躍させるた

めの新たな方向性を示す.それをグリンハウスイノ

ベーションとして提案する.

(1)ピニルハウスによる，かつての農業のイノベー

ンヨン

現在の施設生産は， i鼠室栽培などとも呼ばれるこ

ともあり， 2000 では，その面績を増加させてき

た.その屋台骨を支えた，ピニノレハウス栽培は，日

においてイノベーションと呼べる技術であ

り， 1950年以持急速にその箇積を増加させ定着した.

しかし，現夜はその面積が減少し始め(国 4，中野

2011a) ，新たなステージに入る環境にある.

(2)イノベーションに向けた根本コンセブトの転

換

“温室"という言葉は， green houseの訳語とし

て定義してきた感があるが，自指すべき施設生援を

考えた場合，この“温家"の意味する，暖かくする

ための施設とは必ずしも言えない部がある.それは，

端的には，暑い夏においては，細霧冷房などにより

冷やす機能を有することに象徴される.今後の日本

，高度に環境を制御

できる場としの機能を前聞に押し出したコンセプ

トが適切で、ある.日本導入以来，その根底にある“j昆

室"から脱却し，植物(グリン)の機能を最大根に

引き出す施設(ハウス)の考えへと転換する(中野

ら監訳 2012).本稿での“グリンハウス"とは今後

の日本の施設生漆の“ロールモデル"となるような

f高度な環境制御が可能な横物生産施設j とする.

7. r温室栽培」が「グ 1)ンハウス生産j に

転換するための新たな捜点

グリンハウスイノベーションを展開するために

まず，必要となる新たな視点として，①デザイン性，

②空間配設，③脱石油・循環型など，新たなコンセ

プトをど提示する.次節 (8.)では，現状での具体的

な要素技術について，展調すべきポイントを(凶 5)，

最終節 (9.)では，施設生産でイノベーションを起
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運襲デザイン
(1)デザインのコンセプト
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思 5 グリンハウスイノベーションに必裂な新たな視点

こすポイントをまとめる.

(1)デザイン

現在の民主主用施設に欠けているのは，景観融和の

概念である.生産施設としての機能が強調されるあ

まり， jfミ村や市{tfに博け込むという配慮が欠け，美

的センスに欠ける グリンハウスでは，悩々の来観

に講和するとともに，機能としてもその一部となる

ようなデザインを意議する.また高原権やブランド

化に対する認識が低いので，グリンハウスではこれ

らの視点も指揮的に導入する.例えば，持続性や環

境保全の象徴としての繰 (greenlがある.現在まで

の施設は，生産施設であるがゆえに，カラーコー

ィネートもなされていない.新たな胞設ではカ

ラーデザインが必須で、ある.現状の研究開発はテク

ノロジードリブン (technologydriven 技術駆動)

であるが，普及まで見通し，デザインドリブンの考

えを取り込む.

1)デザインコンセブトの構築

一般的に，(D技術，②デザイン，@ロゴ，それぞ

れ保護する権利は技箭→特許権J，rデザイン→

意匠権J，rロゴなど→高原権j といわれる.技能開

発を中心に考えると，特許権への意識はあるが，

匠権等への意識は梅めて{尽くなる‘しかし，寵品と

して考えた場合，デザインやロゴなどで形成される

ブランドは，企業が顧客と結びつく重要な知的財産

である.白木農業の発立さのためには，輸出について

も戦略的に考える必要があるので，グリンハウス生

産でも， )吉匠権や寵標権の整:Eillとともに，活用に向

けたi淡路をオールジャパンで取り高fl.む必要がある.

個別な{J"IJであるが，タキイ種首など種苗会社では，

それぞれ独自の企業ブランドの燐築がなされ，国内

外で認知されている.その他，最近，大塚アグリテ

クノ(株)として設業部門を独5之させた大塚化学も

デザ、インi淡路に告れている.具体的には，オロナミ

ンC，ボカリスエット，カロリーメイトなどの数々

のヒット商品はなじみの事例であるが， j民業では，

養液栽培尽の肥料メーカーとしてブランドが確立

している

輸出を前提として考えると，これらの臼本独自の

ブランドの集合体として，まとめ挙げる取り組みも

必要であろう.

その他，一般的に日本の農産物は，外国品に比べ，

素材としての有意性に強みがあるとされる.例えば，

ゴアテックスに代表されるように，その素材が使わ
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れることにより製品全体の信頼性が向上すること

になぞらえることができるー“クールジャパン"は，

その総体であるが，素材としての農産物優位性の増

強やそれを生産する栽培方法の確立も，成功企業の

ブランド戦略を参考にして構築すると良い.

2)ユニバーサルデザイン

グリンハウスは，露地生産に比べて圧倒的に障援

を少なくできる.バリアフリーということはよく開

くが，讃強的に老若男女誰もが使えるユニバーサノレ

デザインへを導入する.すべての国民にとって髄力

的なハウスへの転換である，

3) ブランド戦略

作り出す知的財産の典型は技術とブラン

ドであるが，この 2つのシナジー効果を発揮させる

知恵を絞る必要がある.農業の基盤的な技術シーズ

や画期的な品種の多くは，関がその開発力 し

ているが，成果を普及するブランド戦略についても

やはり聞が担うのか，産学官連携のベンチャーが適

当なのか，これらの議論を踏亥えた戦略がキーとな

る.

(2)空間記置を意識した技術

1)華麗都市内部型

(Yertical Fann) とは，いわゆるハイテ

ク滋室を物理的に積み上げたどルのような施設で

あり， }苦住地域に近い都市の中に設計するコンセブ

トである(デボミエ 2011).土は使わずもっぱら水

耕栽培であり，空中栽培(※いわゆる噴霧耕)で行

われる栽培である.これにより食尽，バイオ撚料と

いったあらゆる植物を育て，さらには，生きた浄水

設備としてこれを使おうとういものである.いわゆ

る植物工場の一つの形態と考えれば良い(デポミエ

2011) .震直接場には以下の 11項目が挙げられてし、

る.①年間を通じて収穫できる，@気候に関連した

不作がない，③農業排水が出ない，④生態系システ

ムの回復を促す，@殺虫剤，除草剤を使わない，⑥

水の使用が 70"-'95%減る，⑦ブードマイルが大幅に

減る，③食と生産の安玉三が管理しやすい，⑨新しい

庭用機会が生まれる，⑩処理水を飲み7](に浄化する，

@収穫後の催物を動物の飼料にする，また，

よれば，第 2の絡の革命は殺虫剤，化学肥料，除草

熊，遺信子組み換え作物によりすでにもたらされて

おり，第 3の誌の革命がこの垂直農場により推進さ

れるとイメージされている.グリンハウスをより

市に親和i全を持たせるには，これらのコンセブトが

参考になる.

2)箇的な波及のための廉価臨海水装置の開発

兵体的に諜水装置を廉価にすることにより，効率

的な農業生産の爆発的な普及の可能性がある.剖え

ば，発展途上患の貧困を減らすために，現金収入を

増や必要がある.そのために野菜栽培を導入試みた

事例があるー野菜導入の手段として譲価な潜水装翠

の普及が草の援で挑まれている(ポラック 2011). 

一連のコンセプトは，まさに日本で行われている農

家への取り組みである.グリンハウスのネットワー

ク化，そして面的な普及のひとつのステッブとして

は，このような廉価な装霞開発が重要であるー

3)ハウスを増殖させる

グリンハウスは傘誌にも水平にも展開させる.こ

れについては，ひとつの基本となるユニット(※地

下部や地上部を含めたコンテナのような形態が考

えられる.植物工場としてはこれを閉鎖管理するこ

とになる)を各方向に自由に展罷させるコンセプト

な提案する.これは日本において建築分野で構築さ

れたメタボリズムの発盟、である.一度に膨大な面

を増加させる大規模化というのが主流であろうが，

将来の規模拡大の悶標は示しつつも，最小単位のユ

ニットとして構成してそれを地域に応じて増殖さ

せる.実際，農地の集約化は潟ii銭的であるので，現

実的なアプローチである.

(3)脱化右翼j原と閉鎖・循環控生産

1)太露熱利用

2008年にエネルギー資源悩絡が高騰し，その後一

時のような高水準よりは低下したが，依然高止まり

の状況である.今後，徐々に高騰していくとの見通

しもある.これに対しては再生可能エネルギーへの

移行ると進めていくユケI匂が横手去されている.

ハウスの温慶管理については，オランダの取り組

みが参考になる.地下の祐:水隠に蓄熱して滋度制御

をする仕組みがそれである.日本でも適用が可能で、

あり，冬期は太陽熱などの自然エネルギーとの併用，

夏期はヒートポンプとの併用が想定される.

2) 蓄積資源利用

最近の日本のカロリーベースの食料自給率は，

40%前後を推移している.これは，海外から多くの

食料を輪入していることを示すとともに，堆肥の農

地還元が促進されることから把料成分の
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と過剰による環境汚染にも繋がっている(高橋・件i

野 2011)‘見")5を変えて，これらの成分

として積i極的に制御して，活問するべきである.肥

料についても，価格は高 IIこまりの状況は変わらない

ため，肥料利用効率を飛躍的に向上させ，

を再利用可能にする技術が開発されれば，持続的生

産のブレ)クスルーとなる.

3)閉鎖型と徳環型生産

生産性向上には coり 7応用などの技術がキーとな

るが，有効利用には，環境を閉鎖型として COつを利

用し尽くす制御法が必須となる.完全な閉鎖管理は

憾物工場における技術部発で目指されているが，グ

リンハウスではいわゆる“半閉鎖、"のための環境制

僻技術の開発がターゲットとなる.

養液栽培における養液管原二についても系外に出

さないような管理が求められ，掛け流しから循環嬰

への転換がし、よいよ厳しく求められる.日本におい

ても，いずれは系外への排出が認められない状況に

なると考えられ，閉鎖型の技術群は新しい生産、ンス

テムの標準となる.

8. イノベーションに向けた要素技術の展開の視点

グリンハウスイノベーションはトータルのシス

テムとして起こすべきものであるが，その起点とな

るいくつか要素技術についてもイノベーションと

なる視点が必要である.

(1)ユビキタス制御技術

ユビキタスiJjlJ併は，従来の中央fljiJ街lから自体分散

担の制御への転換であり，イノベーションの前茅が

ある.しかし，普及・定着には至っておらず，さら

なる技術革新が必要である.この技術は， IT機若誌の

ようには多数の特許を必裂とする部分はないと想

される.つまり，基本部分は押さえつつも，部分

的にオープンにして，普及・定着を図ることが適切

であろう.それほど多くの特許を取得する戦略では

なく，環境制御法についての基盤的なプログラムを

開発するとともに，そのハードの基盤も特許化し，

それを組み込んだ装置の普及を目指すことが考え

られる.インテルのインサイド、モデ、ノレが参考になる

(2) 環境制御技術

は工業に比べ気象などの白然環境に強く露

けるため，システムが導入される地域に合わ

せてカスタマイズする必要がある.このような対応

るイノベーション戦略 431 

{ま，裂を返せば様々 な環境市iJ街lに関するノウハウを

蓄積する;場ともなることを示す.

特に，暑さに対応した作業環境制僻のノウハウが

重要で、ある. WBGT (Wet Bulb Globe Temperature : 

湿球黒球鼠度)は，酷暑の環境下で、の行動に伴うリ

スクの疫合を判断する指標であり，温度，放射，気

滋から計算されるが，これらの指標による環境制街l

が今後の標準となるであろう.居住する場と

る場の快適今性のギャッフつをし功冶に縮めるか，環境条

件のバリアフリー化が求められる.

例えば，プリパ社はオランダの焔設メーカーであ

るが，ピルなどの空調への事業展開も図っている

(中野 2009).都市空隙へグリンハウスを展開する

よ場合、には，農業で得られた情報が人の生活の士号にも

展開でき，生産と居住空fmを合わせて収益性の 1~~l'J い

ビジネスへと繋がる可能性が広がる.

(3)光源

機能性野菜などの生産についても，例えば，リコ

ベンをJ増やすための，特殊な波長の光照射技術で，

知的財産が生じることが考えられる.これらのプロ

セスは医薬品などの「ー製品少数特許j に類似し，

特許数自体はそれほど多くないことが想定される.

装毘開発においては， LEDの発熱制御や耐久性を

さ-ttfllコストイとを図るなど，エレクトロニクス

分野で克られる「一製品多数技術・特許j が類似す

るブロセスである.

このように，光線に関してだけでも， ~1J1なる性質

の技術が設合的に絡んでくる.各要素技術について

もイ立法づ、けを明確にし，総合的な開発;淡路右併築す

る必要がある

(ヰ) i音t也

現在まで、の一放的な農業は， を改良するため

の土壌改良材，肥料などの開発が行われ，特に化学

j肥料については，その成分や，緩効性肥料などの放

出性質などについて製品特許がとられてきた.純物

、ては，土誌を使用しない.いわゆるロッ

クウールなどの培地は，今後も開発要素があり，製

造において改良を加えるためのノウハウが必要と

なる.ロックウールは，理組13Sな培地と言われるが，

その廃棄|調題や価格など依然解決しなければなら

なし るまた，ピートモスは多くの試験で，

ロックウールと開等とされる結果が得られている

が，これは資源としての枯渇の陪題が指摘され(仁|
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野 2008)，やはり代替培地の開発が求められている.

培地があると生産は安定するが，イノベーティブに

考えるならば，培地を使わない発想、の転換もひとつ

の重要な方向である.

(5)培養液制御

養液組成については，基本的な処方がいくつかあ

るが，それである程度植物栽培が可能となっている

ため，大々的な調発は行われていなし、.しかし，成

分の組み合わせは，言うなれば無眼にあり，特徴的

を示す組成や処理法があることも想定され

る.これについては，コカコーラの組成が秘匿され

ていることに重ね合わせることができる.コカコ

ラはその生産方法が食業により秘匿されており，そ

の特異な味は再現ができないとされている.養液組

成についてはノウハウとして蓄積して秘匿するよ

うな戦略もある.

(6)生産システム

現復の，施設生産においては，i鼠茂制御，湿度制

御，培養液管理，作業管理ーなど、について，錨々の要

素技術の改善を中心とした技術開発が行われ，悪く

言えば，これらの要素技術の寄せ集めにより，生産

性を向上しようとするストーリーである.しかし，

これからの施設生産のモデルとなるグリンハウス

生産では，トータルの戦略に基づき実施されるべき

であり，要素技術もリパース(逆走型)の視点、で梼

築する必要がある.

また，生産から流通まで， した流通形態につ

いて考えた場合でも，現実の生産場面では，それが

してなければ成り立たないというようなパッ

ケージで導入する場合もあるであろうが，日

家の場合，部分的に取り入れて，自分で改良して使

うということも多い.幅広い適応場面を考えた戦略

を提案する必要がある.

9. イノベーションを程こすには

グリンハウスの普及・定着

最初の問いに戻る.イノベーションは技術の創新

であり，普及，定着を持って完了する.最後に，植

物工場を含めたグリンハウス生産が定着する婆密

をまとめる.

(1)パラダイムシフト

横物工場のブームは，今回で3回目といわれる(高

辻・石原 2011).第 1次は， 1980年代中墳から後半

の，バイオファーム(ダイエー)や筑波科学万博の

自転式レタス生産工場に象徴され，日立製作所など

の民間化研究所がきっかけを作った.第2次は， 1990

年代前半から後半にかけて，農林水産省の補助金に

よりキユウピーが植物ヱ場を震顎したことが爵期

的で、あった.第 3次ブームは 2009年に始まる.

商工連携の名の元に農林水産省や経済農業省が，大

独立行政法人，民間の支援を行った.今後 5

が実質的なイノベーションの期潤と想定されるが，

いよいよ，哀のイノベーション(普及・定着)が達

成できるのか分水嶺で、ある.今回違うのは， LED 

の新しい技術もあるが，農業がタト向きに売って出る

コアコンセプトとしての植物工場であろう.

今後の展開として「グリンハウスイノベーショ

ンj を述べた.その根本は，援めるだけの

から，環境を制御するグリンハウスへの完全なる脱

皮である.環境を適切に耕榔することにより，単な

る生物生産から，作業者を含め，ハウスに入る人々

の快適性も追求する，全く異なったシステムへと変

化する.つまり，これは，施設生産からのパラダイ

ムシフト，不連続な革新であり，イノベーションと

呼べるものではないだろうか.

(2)グリンハウスビジネスにおける口ールモデル

のネットワーク化

グリンハウス生産の核となるいくつかの先行事

例がある(潟市・中野 2008).これらの鑑良事例を

さらに飛懇させ， f也のハウス栽培も底上げしていく.

それには，倍々の察側を改善する取り組みも必要で

ある.そして，述べてきた新たな視点での革新も必

要さであろう.

それには，点在するこれらの拠点を，オールジャ

パンとして後押し，まずは確留とした点とするとと

もに，これらを線化，ネットワーク化，さらには面

化する取り組みが重要である.

先端分野では核となる基盤技術が1緩めて震要と

なるが，最初からどジネスとして考える視点がます

となる.{I間々の技術における市場の想定は

当然であるが，その技術がシステム化されて，

を行い，生産される農援物により持続的に利益が得

られることが重要きである.

(3)新たな農業を担う人材

1)研究を基点とする人材育成

イノベーションの達成にはそれを扱う人材の脊
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成が不可‘欠である.優良事例には，それを牽引する

カリスマ的な経営者がいる.グリンハウス生産分野

でも大学や公的研究機関おいて，兼業(ベンチャ

設立)などを奨励するようなしくみをつくる そし

て，中核となるのは研究シーズであるので，中核と

なる研究者を普及・定着に向けた技術開発を図指す

ように訓練する人材青戒を拡充し継続するべきで

あろう.そして，さらに，コーディネー卜する人材

についても重要であり，具体的な商品化に向けて，

研究プロジェクトの一良として評価するようなイ

ンセンティブも必要で、ある.

2) 取り組める人の多様化

上記のコアとなる人材の育成は重姿であるが，

及定着に向けては，だれでも参加可能となる体制の

備築も重要である.グリンハウスの国内標準を創り，

f今だけ，ここだけ，あなただけJから九、つでも，

どこでも，だれにでもj のシステム構築をめざす.

つまり，非熟練者でもできるフルターンキーソ

リューション(キーを捻れば，自動的に生産ができ

る，熟練を要しない作業体系)に向けたシステムを

憐築する必要がある

(4) グ 1)ンハウスの展開戦略

グリンハウスのコンセブトを展隠させるにはた11

られた戦略が不可欠である.述べてきたように，匁l

財取扱いについては，何を秘匿し，何を公開するの

か，それが，普及・定義という|ヨ標の成三ぎを分ける.

「日本の部材産業は本当に強いのか?経済産業

省 2010)J，世界的なシ2エアを持っていても，高い収

益性が維持されなければ，事rr興国に取って代わられ

るリスクは大きい.製品の基幹部分をし、かに押さえ

るのかがポイントである.中国や韓国など近隣諸国

では，鵜の目 自，日本の技術をどん欲に取り入

れようとしているからである.グリンハウスの目指

す新たなマーケットも，東アジアが主体となること

が想定され，この部分の成長を取り込むためにも，

成功モテゃルを参考にしながらオールジャパンのグ

リンハウス戦略を，これらの固に先んじて構築する

必要がある
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注 l 本稿は， 2011年 10月 7臼から 12月 9I=lまで

5回にわたり開催された「農林水産研究イノベー

ション実践ワークショッブjの議論を踏まえて作成

した.

注 2:日本語の“滋室"という言葉は， green house 

の訳語として定若してきたJ惑があるが，現在の施設

考えたi号合，必ずしもこの“温室"という言

葉の意味する援かくするための施設とは言い難い.

それは，暑い夏においては，締湯冷房などにより冷

やす操作もするからである.すなわち，今後の臼本

の施設生産の腿関 ，高震に環境をitiUid'fl
できる場としの機能が前回に出て表現される訳語

が適切と考える.そこで，本書では，槌物(グリン)

の機能を最大限に51き出す施設(ハウス)という予

とで，グリンハウスという訳語の導入を試みた.
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