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第１部 あおもり型植物工場ビジネスモデルの調査研究 

 

１．植物工場の概況 

 

わが国の植物工場の概況を確認するにあたり、わが国のガラス室・ハウス装置の設置実

面積の推移をみると、平成５年に約５万ヘクタールに達してから、平成 11年をピークに緩

やかな減少傾向となり、現状では５万ヘクタール規模を維持している程度となっている。 

ガラス室やハウス装置は、農業生産において環境制御を行うための基礎的設備であるが、

実際には一貫した上昇傾向にあるのではなく、すでに 1990年代後半から増加傾向が頭打ち

になっており、一般の農業において環境制御型農業の普及が厳しい状況にあることがわか

る。 

栽培の内容は野菜が大半を占め、花き、果樹が次いでいる。 

千葉大学の古在豊樹名誉教授・客員教授や、同大学の丸尾准教授らによると、中国国内

特に内陸部の省や自治政府では、近年急速に施設園芸の建設・整備が進んでおり、１年間

に５万ヘクタールの増設（純増）する計画を進めている、といわれている。同増設規模は、

下図にあるように、わが国の施設園芸ストック総量と同規模であり、中国国内での施設園

芸が如何に急加速に進展しているかが伺える。 

国内のガラス室、及びハウスのうち、コンピュータによって屋内外気温、湿度、二酸化

炭素濃度等を計測し、空調等の設備を制御している施設はごくわずかと推測される。１～

数％程度と推測する有識者もおり、ほとんどのハウスが、経験値に基づいて温度制御等を

行っているとみられる。 

図表 1 園芸用ガラス室ハウス設置実面積の推移 
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資料：「園芸用ガラス室･ハウス等の設置状況」農林水産省 各年版より作成 
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一方で、養液栽培施設の面積は、1600haを超え統計上でみても、引き続き増加傾向にあ

る。当初は水耕型が多かったが、平成７年調査時点では、ロックウール等を用いる固形培

地の割合が１位となり、その後も増加し続けて、現在では、多くの施設が固形培地を利用

している。 

一般的に、完全人工光型の植物工場においては、アクリルやプラスチック等の平面パネ

ルに、植物体を差し入れる穴（空間）が等間隔に設けられ、そこに芽生えた苗を定植して

いくことが多いが、太陽光利用型の場合でも葉菜類を栽培する場合は、同様の平面上の板

を利用するケースが多い。一方で、トマトやイチゴ等の果菜類を栽培する場合には、ロッ

クウールや椰子殻を利用して、底に種（苗）を植え、栽培することが多い。このように果

菜類の場合は固形培地を利用するケースが多く、下図養液栽培施設での固形培地でも、こ

のような栽培方法が多くを占めていると推測される。 

 

噴霧耕は、完全人工光型ではキユーピーが開発したＴＳファームが三角形型に設置した

野菜苗に噴霧器で水分を与える方式を採用しており、秩父にある野菜工房でも、フラット

に設置した栽培装置の下から噴霧している。 

噴霧型施設を採用している事業者によると、噴霧型が水耕や固形培地に比べて、常に栽

培プール分の水を確保する必要がなく、またプール内の場所による濃度変化、本来流れて

いるはずの流水の滞留等による病気の発生等のリスクが少ない点が挙げられる。 

一方で、施設が高度化し、植物の生長に必要な養分を常に適切に与えることが重要であ

ることから、養液管理と噴霧時期調整など、コンピュータ制御による管理が重要な要素と

なってくる。また一般的なパネルを用いる水耕栽培に比べて、植物体が触れる可能性のあ

る水分が限られてくるため、水による病気等の発生が少なく、安定生産が可能だと言われ

ている。 

図表 2 養液栽培施設の設置実面積 
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資料：「園芸用ガラス室･ハウス等の設置状況」農林水産省 各年版より作成 
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 2009年 3月末時点での植物工場実態調査によると、全国の植物工場での年間売上合計は、

約 48億円と推計され、生産規模は、実際に植物を植栽する装置の栽培実面積で約 14万㎡、

栽培量で年間約４千ｔ（ただし多段分を含む）と推計される。また、生産性としては１キ

ログラム当たりの価格は、完全人工光型が、約１．５千円、太陽光利用型が、約１千円で

あり、栽培面積１㎡当たりの単価は、完全人工光型が、約９万円、太陽光利用型が、約３．

４万円 となっている。なお本推計には、花き、苗生産工場を除き、イチゴ専業は、全体売

上には含むが、生産性算出からは除いている。そのため生産規模や生産性は主としてレタ

ス生産施設となっている。またカゴメ等の完全太陽光タイプは除いている。 

 

 また、植物工場の生産性をレタス栽培を例にして、一般農家と比較すると、下表のとお

りとなる。これによると、植物工場の生産規模は、栽培面積では一般農家のレタス作付面

積の 0.07％程度で、生産量は 0.79％、産出額では 7.43％となっている。 

 これをもとに考えると、植物工場の生産性は、一般のレタス農家に比べて、10ａ当たり

の収穫量で、約 10.9倍、同産出額で約 100倍となっている。 

 植物工場と一般農家の農地では、初期投資コストや運営コストに違いあるため、一概に

整理できないが、生産ラインとしては、一般的に生産性が高いといえる。 

 

図表 3 レタス類の生産規模（植物工場と一般農家） 
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（（（（H20H20H20H20現在現在現在現在・・・・葉菜類全般葉菜類全般葉菜類全般葉菜類全般））））

一般農家一般農家一般農家一般農家
（（（（H19H19H19H19、、、、産出額産出額産出額産出額ははははH18H18H18H18））））

生産面積
栽培している面積

約１４ヘクタール
（０．０７％）

２万ヘクタール

生産量・出荷量 約４千トン（０．７９％） ５１万トン

売上高・産出額
約４６億９千万円
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（約１０．９倍）

２，６００キログラム

植物工場植物工場植物工場植物工場
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約４６億９千万円

（７．４３％）
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注１：経済産業省・農林水産省「植物工場事例集」の公開データや三菱総研独自調査等をもとに試算 

但し、植物工場欄内【かっこ】内数字は、対一般農家の比率（％、倍）  

注２：植物工場は、レタス以外の葉菜類も含む（イチゴ、苗、花卉は除く）  

注３：生産面積、出荷量等は H１９野菜出荷統計、出荷額は H18 生産農業所得統計 
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 わが国では、平成 21 年度補正予算において、全国の延べ 14 箇所の研究開発拠点で、植

物工場の基礎的基盤的研究や実証・実用化研究等が行われるための拠点整備が実施されて

いる。本県においても、黒石市の青森県産業技術センターにおいて、寒冷地型植物工場が

建設され、2010年５月 31日に開所式が開催、すでに研究活動を開始している。 

 当施設は、東北・北海道地区に整備された唯一の研究施設として、主に寒冷地型の植物

工場についての実証研究等を行う。年間を通じての生産に向けた、夏期と冬期での作物の

変更など、地域の特徴に配慮した検討が行われている。 

 他大学等でも 2011年４月以降、本格的な研究が開始されることになっている。 

 

各拠点については次表のとおりであるが、特徴的な施設としては、本県と植物工場に関

して協力関係にある千葉大学は、全国でも珍しい、完全人工光型と太陽光利用型の両方を

備えた研究施設である。 

また東京農工大学では、ブルーベリー等の栽培の実証実験等が行われる予定であるが、

本大学での研究には、農学関係者だけでなく、医学関係者も参画して、医農商工連携とし

ての取り組みを目指している点が特徴的である。植物工場や精密農業など、いわゆる最セ

ンス農業と言われる分野は、植物（農産物）が含有する有効成分を、生長環境をコントロ

ールすることで、均質かつ一定量含有させることが、ある程度可能と言われている。こう

したコントロール技術と、それぞれの植物が有する有効成分を効果的に利用することで、

予防医療分野での、食生活改善として、薬等と併せて、サイエンス農業で生産した農産物

を一定量摂取することで、身体に有効か効果を与えるなどの研究が進められている。この

分野では、静岡県の三ヶ日農協と地元自治体、医療関係者、野菜茶業研究所が、共同で 10

数年間に及ぶ疫学調査を行い、三ヶ日産の温州みかんを定常的に食する住民と、そうでな

い住民とで、糖尿病等の病気の進行や発生頻度などを調査し、温州みかんに含まれている

βクリプトキサンチンが、有効に働いていることを疫学的に示している。今回東京農工大

学では、こうした成果をもとに、効能が一般的に言われているブルーベリーを植物工場で

栽培することで、同様の成果を効果的かつ効率的に実現できるのではないかとして、研究

を進める予定である。このように、農学だけでなく、医学関係者と協力して、植物工場産

野菜の用途として、予防医療に資する食生活改善農産物として、利活用していくことも、

これからの植物工場の進むべき方向性として充分に検討に値するものである。 

明治大学は、主に川崎にあるキャンパスで、実験を行う予定であるが、同施設では、明

治大学が独自に開発した風力発電システムを活用するなど、総合大学として、農学以外の

工学、商学など様々な分野の先生方が参画し、総合的な取り組みを目指している。特に植

物工場は、エネルギー多消費型と言われており、植物工場を運営するために、新たにエネ

ルギーを創出すること（バージンエネルギー）をできるだけ回避し、既存のエネルギー資

源の再利用、廃熱利用等を進めることで、植物工場施設運営に資するエネルギー負荷を低

減することは、極めて重要な課題である。そのため、明治大学のように総合大学としての
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組織横断的な取り組みは注目される分野である。 

信州大学は、コンテナ型の植物工場による運営を目指している。 

大阪府立大学は、千葉大学と同様に、農水省と経産省の両省の支援を受けた施設となっ

ているが、特に障がい者等の就労の場としての植物工場のあり方等に注目しており、バリ

アフリー型植物工場実験施設を整備し、様々な研究を行っている。また、同大学では、東

大阪市や八尾市の、いわゆる関西圏のものづくり企業集積地に立地する中小企業を中心に、

80 社近い企業が参加したコンソーシアムを結成し、各中小企業が、自らの技術力等を利用

して、植物工場のシステムや部品等の分野への参入を模索している。こうしたコンソーシ

アムの動きは、今後の青森県内での植物工場関連の部品等市場参入に向けての検討でも、

注目すべき点として挙げられる。東大阪市や八尾市に集積する中小企業は、国内で対比さ

れるケースの多い大田区に集積する中小企業に比べて、自社内で完成品まで製造する能力

を有する企業がおいと言われている。大田区内の企業が、大手メーカーの部品や金型、組

立等に細分化されているのに対して、東大阪市や八尾市の中小企業は、雑貨や生活関連の

製品などを製造している企業が多く、こうした地力が、同地を中心とした「人工衛星プロ

ジェクト」につながっている。関西地区では、シャープが植物工場向けにも対応した太陽

光パネル開発に取り組むほか、日亜物産が、早い段階から完全人工光型植物工場の製造・

運営にも取り組んでいる。しかしながら、今回大阪府立大学のコンソーシアムに参画した

企業の大半は、これら先行企業や大手企業と組んでいる企業ではなく、前述したように、

東大阪市や八尾市の中小ものづくり企業が中心で、彼らはどこか大手企業の傘下で植物工

場ビジネスに展開したいという考えより、自社の新規参入先として、植物工場ビジネスを

捉えており、新たな製品・システム市場の構築を目指していると言われている。こうした

動きを反映して、府立大学でもバリアフリー型植物工場をいう目標を掲げており、こうし

た産学の連携は、青森県での取り組みにも参考になるとみられる。ただ、東大阪や八尾の

中小企業集積に比べて、青森県内外の中小企業集積は、同程度レベルがあるとは言いにく

い状況であると想定されることから、中小企業にこだわることなく、八戸市等に立地する

大手・中堅企業や、県外企業にも参加を呼びかけて、地域資源を活かした、独自の植物工

場システム構築を目指していくことが望まれる。 

島根大学は、かつて農林水産省の補助で、現在でいう ICT 型農業を目指して建設された

建屋を利用して完全人工光型の植物工場の研究を行っている。同施設では、地中 100 メー

トルに掘ったパイプを利用した地熱を利用した環境制御などに取り組むとしており、その

他太陽光パネルなどの実証も行うとしている。島根大学が立地する中国地域は、農政局や

経産局ともに、農業分野（農商工連携分野）には積極的に取り組んでおり、企業の参画意

欲も高い。そのため、同大学の研究成果については、研究内容と共に、参画する企業にも

注目し、必要に応じて、企業参画の方向性や、具体的な参画企業との連携などを模索して

いくことが、青森県の植物工場振興にとってもプラスになると考えられる。 

愛媛大学は千葉大学、大阪府立大学と共に、経産省と農水省の両方の補助金を得ている。
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同大学の最大の特徴は、植物の生育状況を、植物を様々な方法で観察した結果から明らか

にするというセンシング技術（ＳＰＡ）にあり、その自動化ロボット等は、植物工場だけ

でなく、広く施設園芸への利用が期待される。特にセンシング技術については、生育状況

の温度や湿度、水溶液濃度や成分分析など、生育環境のセンシングだけでなく、例えば植

物の葉の大きさをデジタルカメラで撮影し、葉の面積の変化から、植物の生長状況を判断

することや、植物体にセンサーをあてて、その生長度合いを把握するなど、植物そのもの

の生長度合いを計測する研究を行っている。このように、植物体の状況を映像処理や赤外

線解析等で把握する等の技術は、例えば臨海工業地域の重化学工業においての、プラント

内の異常検査技術など応用出来る部分もあるので、青森県内の企業においても、活用でき

る経営資源を有する企業があると考えられる。 

 以上のように、各大学・研究拠点で様々な研究が行われており、その内容を改めてみる

と、多くの研究拠点が、エネルギー対策として、太陽光・太陽熱、地熱、風力等の自然利

用型エネルギーの活用をテーマとしている。 

 一方で、太陽光利用型植物工場の世界的先進国であるオランダ等では、発電施設や大規

模工場と併設し、そこから供給される熱エネルギーや電力を利用することで、エネルギー

の効率的な利活用を行っている。しかし、わが国においてはこうした人工的熱源（発電所

や大規模工場）と連携した植物工場の事例は、北九州市に立地するカゴメの響灘菜園の例

と、愛媛大学の西条拠点での実証研究などに限られ、また同施設でも恒常的かつ本格的な

連携ではなく、実証実験レベルとなっている。そのため、将来のエネルギー対策等を考え

ると、本格的な発電所や大規模工場等との連携システムの開発と実証、本格稼動について、

何らかの対策が求められる。 

図表 4 植物工場に関する国補助研究施設 
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資料：各種資料よりＭＲＩ作成 
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２．植物工場産野菜の市場環境 

 

 現状の商業ベースで稼動している植物工場で生産されている作物は、非結球型レタスや

ハーブ類の葉菜類（レタス等）、一部の菓菜類（トマト、イチゴ等）などに限られる。この

ほかすでに事業化されているスプラウト類や菌茸類などがある。 

 レタス類については、現在全レタス生産量（結球型を含む）の 0.6％程度の生産規模で、

トマト類は数パーセント程度と考えられる。 

経済産業省の産業技術総合研究所（札幌）では、ゴボウやジャガイモなどの栽培実験に

も成功しているが、販売できる品質、コストの状況ではない。 

 

農林水産省の発表によると、レタス類については、一般農家の生産するレタスの 0.6％に

相当する量を植物工場で生産している試算結果がある。また、全国に大規模な植物工場を

有し、生鮮トマトを企業的に生産している企業では、自社の管理する農場（一部農家への

委託を含む）で、国内産生鮮トマトの１％程度を生産することを目標に掲げている。 

このように、現状では植物工場で生産される野菜類は、わが国全体で生産される同類作

目のわずかな割合しか占めていない。 

次図は、1973年値を 100とした場合の、全国世帯（２人以上世帯）当たりのトマト消費

量（家計調査年報）、農地でのトマト収穫量、出荷量、トマトを生産する農地（作付面積）

（生産農業所得統計等）を指数として推移をみたものである。 

これによると、基本的に収穫量と出荷量は同じような推移を見せているが、世帯当たり

消費量は、1980年代頃までは増加と減少を繰り返し、80年代から 90年頃まではやや停滞

の状況にあった。その後 90 年代後半から消費量が増加、結果的に 1973年当時とほぼ変わ

らない消費量となっている。 

一方で、トマトの作付面積は 1980 年前半から一貫して減少傾向にあり、1973 年当時と

比べて現在では、ほぼ１／３が失われた結果となっている。作付面積と収穫・出荷量の推

移を見ると、1980年代前半までは同じように推移していたが、その後作付面積の減少が進

んでいる。 

これらの推移から見ると、生鮮トマトの世帯当たり消費量は 1980年代から 90 年代前半

に減退し、その後回復してきたが、80年代から一貫して減少している作付面積もあり収穫・

出荷量は減少している。このデータだけで判断するのは難しいが、少なくとも 90年代後半

の消費量が回復してくるなかで、作付面積の減少は収穫・出荷量の減少と、消費量の減少

に何らかの影響を与えた可能性があり、今後トマトの消費量拡大を図る場合には、足かせ

になる可能性がある。 
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図表 5 生鮮トマトの作付・収穫・出荷・消費量の推移（1973 年＝100） 
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資料：生産農業所得統計（農林水産省）、家計調査年報（総務省）を元にＭＲＩ作成 

 

わが国の農業者人口は年々減少傾向にあり、また耕作放棄地の増大についても、今後の

拡大が懸念されている。改正農地法に施行によって、実質的に農地転用に対する制限が強

化され、耕作されない農地に対する耕作を指導する方向になってはいるが、現実問題とし

て、米作に比べて手間のかかる畑作について、今後就農人口や耕作地が劇的に増加する可

能性は低いと考えられる。その場合、トマトのように、他の作物についても、作付面積の

減少や生産者の減少・高齢化等により、野菜の供給量が減少していくことが懸念され、わ

が国の野菜自給力の低下が懸念される。 

そのため、植物工場について、その生産性向上や寒冷地型植物工場の技術・システム・

作目等の検討・検証を行うことは、植物工場そのものの実現可能性や誘致可能性、事業化

に際しての県内企業参入可能性を広げるだけでなく、既存の農業生産や農業者に対しても、

新たな農業生産システムの確立や高収量生産性の向上、非農家の農業就農に対する早期に

技術習得して就農に際してのハードルを下げるなどの、県内農業および県内産業の進展に

大きく寄与するものとして考える必要がある。 
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 また、2008～2009年度の経済産業省による植物工場普及促進のための調査等では、植物

工場産野菜の販路としては、実質的な中心はスーパー等の小売が中心であった。一部農業

生産法人が生産・出荷している野菜については、ＪＡ系統により卸売市場を経由している

場合も見られたが、この場合も多くは、いわゆる帳合上の取引で、商取引上、ＪＡから卸

売市場の卸会社に出荷され、相対取引で売参人（売買参加者）に販売されているが、実際

には生産者から直接小売スーパーに出荷されている。こうした農業法人の例以外では、も

ともと農家以外が生産・出荷しているケースが多いこともあり、既存のＪＡ系統での出荷

より、直接小売店に販売（あるいは小売店と契約している食品商社経由）が中心となって

いる。 

 いわゆる業務用としては、地元のパン屋等のサンドイッチ向けや個人経営やローカルチ

ェーン向け販売が中心であり、全国チェーンの大規模なレストランや惣菜、コンビニ向け

弁当のベンダー（製造・供給会社）向け出荷はほとんど例がなかった。 

 これは、大規模な中食・外食メーカーでは、野菜資材を大量一括購入することで、１キ

ログラム当たり単価を落として仕入れており、現状の植物工場野菜では、その単価での販

売が難しいこと、大量の仕入受注に対して、応えられる生産規模を有する事業所が少ない

こと、単に野菜として出荷するだけでなく、調整作業や下加工等をして出荷する場合の調

整・下処理・加工処理のための施設が、これら大手メーカーの取引基準（主に衛生・安全

面）が厳しく、中小の植物工場事業者では設備投資が過大になるなどの理由から、商談そ

のものが成立していなかったためと考えられる。 

 実際に、2010年夏の全国的な猛暑で、中食・外食企業が仕入れる葉菜類が高騰した際に

も、いくつかの事業者が植物工場から野菜を仕入れることを検討したといわれているが、

価格の面で折り合いがつかなかったり、急な大量発注に対して、多くの事業者が現有施設

では対応できず、商談が成立しなかったといわれている。 

 

 こうした事態のなかで、2010年秋頃以降から、いくつかの植物工場事業者と、大手中食・

外食企業の間では、本格的な取引開始に向けての商談が進んでいるといわれている。これ

ら商談でのキーポイントは価格と生産量の問題である。 

 価格面では、前述したように、現状の生産原価として、完全人工光型で１kgあたり 1500

円、太陽光利用型で１kg あたり 1000 円という推計平均価格に対して、一般的に業務用の

レタス仕入価格が 700円～1000円程度とみられており、まだ若干の乖離がある。これにつ

いては、植物工場産野菜の方が、路地野菜に比べて仕入後の廃棄リスクが少ないこと、菌

付着量が少なく長期保存できることなどから、仕入れてから製品にするまでのトータルコ

スト面で試算すると割安になる可能性が高いことなどの理解が得る活動が進められている。 

 また生産量の問題については、既存の植物工場事業者が、同時に植物工場システムの販

売・普及事業者となり、自らの生産システムを販売、購入した事業者に対して、自らと同

等の品質の農産物を生産するように指導しながら、共同出荷等の業務提携を結び、大手事
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業者への安定供給体制を構築する取り組みを進めている。いわゆるフランチャイズ方式の

ような正式な契約関係を結んでいる事業者はほとんどみられないが、同じようなシステム

を採用している事業者が、協力して大手取引先に出荷するなどの例は、今後増えていくも

のとみられる。 

 本調査において調査した大手小売店でも、植物工場産野菜の仕入・販売を検討している

際に、既存の植物工場事業者と協力して生産する事業者からの仕入可能性等が想定される

など、既存事業者を中心にしたネットワーク構築が進んでいるとみられる。 

 

 また、植物工場産野菜そのものについても、2010年度の農林水産省補助金を利用して、

農研機構・野菜茶業研究所と日本施設園芸協会が事務局をつとめる「スーパーホルトプロ

ジェクト協議会」では、市場に関する調査の中で、植物工場産野菜が有する有用成分分析

等が行われているが、一般的に、植物工場産野菜は、一般路地野菜に比べてエグミ等がな

く、野菜らしさに欠ける、あるいは野菜嫌いが食べられるといわれている。 

 そのため、野菜嫌いの子供等に対して、野菜を食べさせるための食材として注目されて

おり、北海道岩見沢市以外にも、学校給食での採用がみられるようになってきている。 

 学校給食や病院食等への採用は、安定的供給先確保の点からも望ましい状況ではあるが、

両者とも食材費が決まっており、しかも低価格であることが指摘されていることから、こ

れらへの対応が求められる。いち早く学校給食への採用を行っている岩見沢市では、生サ

ラダ用野菜として、一般のレタスと区別し、随意契約で取引しており、購入価格について

も、一般の野菜仕入に比べるとやや高い価格で仕入れるなど、購入側で配慮している。 

 このように、植物工場産野菜を公的機関の給食等で採用される場合には、その特殊性を

認めてもらい、一般野菜の価格競争に巻き込まれない対応が求められる。 

 

 またコスト面でも、2010年に公表され、年末からサンプル出荷が始まっている、某社の

省電力型白色 LEDは、消費電力量が少なく、サンプル出荷を受けたいくつかの植物工場事

業者では、蛍光灯や既存の LEDから新製品に切り替えるだけで、大幅にコスト削減が実現

でき、収支が改善されると見込んでいる。 

 

 以上のように、植物工場産野菜については、生産コストの低減等により工場出荷価格が

引き下げられる可能性が高まったこと、天候異変による路地野菜供給不測等により安定的

な野菜供給を求める事業者が増えたこと、などにより、その需要ニーズが高まっていると

みられる。 

 一方で、供給体制については、いまだ不十分な体制にある。特に生産施設については新

たな事業者を含めて参入事業者が多くなっているが、栽培ノウハウを含めたトータルでの

生産体制を実現するには、生産管理できる人材不足があり、実際の事業者数はまだ十分で

はないとみられる。 
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３．植物工場を巡る新たな動き 

 

 農林水産省と経済産業省による植物工場の振興以来、わが国では植物工場に関する様々

な振興策が実施されている。そのほか民間等でも様々な取り組みが行われている。 

 こうした中から、代表的な取り組みを整理すると以下のとおりとなる。 

 

図表 6 わが国における 2009 年以降の主な植物工場に関する動き 

分野 主な内容 

研究開発 

・H21補正予算で、全国延べ 14箇所に 100％補助で建設 
・11拠点で産学連携のコンソーシアム等結成（生産性向上等） 
・研究拠点を核に、人材育成や啓発活動実施 
・昭和電工、三菱化学の協力で玉川大学が設置（産学連携） 
・自治体主催の研究会等開催（青森県、愛媛県、横浜市等） 

設備整備 

・H21補正～H22当初予算で、農家・農地を対象に 1/2補助 
・H21補正予算で、非農地・非農家を対象に 1/2リース補助 
・地方自治体で立地支援（電力料金減免、立地支援等） 
・民間企業の新規参入（施設建設等） 

販路 ・日本施設園芸協会、JF等でマッチング開催 

PR普及促進 
・H21補正予算で、全国 20数箇所でデモ施設展示、PR 
・日本能率協会等の農業イベントで PR 
・各経産局、自治体、民間等で PRイベント開催 

海外輸出 
・日アラブ経済フォーラム、２国間協議、APEC横浜大会で PR 
・中国（香港を含む）、韓国、台湾との交流等活発化 

資料：各種資料よりＭＲＩ作成 

 

 特に植物工場の施設建設・販売等のビジネスについては、平成 21年度補正予算で実施さ

れたデモンストレーション事業等に参画した企業や、地域の中小企業を中心に参入が続い

ている。代表的な例としては、静岡県内の植物工場メーカーのシステムを利用している電

通ワークスでは、１号機を汐留カレッタ内のイタリアンレストラン、ラ・ベファーナに設

置し、長期間にわたる植物工場による店産店消の実証事業を行っている。 

 同様にデモンストレーション事業で、関西国際空港等に展示した大和ハウスでは、その

後完全人工光型植物工場の自社モデルの本格販売事業を立ち上げ、事業化を進めている。 

 岡山県内の県庁、空港等に展示した両備ホールディングスでは、完全人工光型のシステ

ムを開発・生産し、これの販売事業を行っている。同グループは、岡山市を中心に県内の

旅客事業、商業・飲食等のサービスを総合的に行う企業であり、同社はこうした会社の事

業展開を活用して、ビジネス展開を図る予定である。同グループでは、自社開発した人工

光型植物工場を導入した同グループでは、従来までは自社内の技術スタッフで開発を進め

てきたが、本格的な新たに大学で植物栽培等を修めた農学研究科を修了した人材を１名確
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保し、自社内の技術力向上を図っている。同社では、自社内に実験・展示施設を建設する

とともに、自社が管理する市内施設にも建設、収穫物の野菜を地元動物園に寄付するなど

植物工場の普及に努めている。一方で、植物工場のプラントシステムも行っている。同社

の販売ビジネスモデルは、他の事業者と異なり、販売先が植物工場で野菜を生産すると収

穫物はすべて両備グループホールディングスが買い取り、同グループ内のレストラン等で

使用する。そのため、同社システムを購入した事業者は、販路確保の心配がなくなり、よ

り事業に参入しやすくなる。同社のように生産物を全量買取契約している事業者は、植物

工場事業者では他に例がない。一般の農業では、例えばカゴメは、契約農家に対して、「こ

くみトマト」向けの苗を供給し、施肥・農薬散布等の栽培技術指導も行い、同社の指示に

従って生産したトマトについては、出来の如何、収穫量の多寡に関わらず全量買取する契

約を結んでいる。これは、契約農家に対するカゴメに対するロイヤリティを確保すること

と、同社が開発・販売しているトマト品種の流出防止というブランド保持の観点から実施

している。 

 今後、植物工場が増加し、フランチャイズ契約等のシステムが生まれてきた場合には、

上記のような全量買取等の手段を用いて、加盟店からの安定出荷（必要量確保）と、ブラ

ンド保持等を行う必要が考えられ、両備ホールディングスならびにカゴメの戦略は、この

参考になるものとみられる。 

  

 また、日本サブウェイでは、数年前から社名を「サブウェイ」から「野菜のサブウェイ」

に変更し、サンドイッチ・ハンバーガー系ファストフードチェーンの中で、野菜を大量に

食べることができるダイエット・健康向きチェーン店としてのブランド確立を進めており、

米国を中心に世界的に認知度が高まり、店舗数拡大を実現している。その中で、日本サブ

ウェイでは、以前から連携していた民間ベンチャーのアイデア創出集団からの提案を受け

て、植物工場を店内に設置した、実験店舗「野菜ラボ」の設置に着手、平成 21年度補正予

算のデモンストレーション事業では、東京デザイナーズウィークに出展、北の丸公園内の

科学技術館内に設置、そして、2010 年秋に丸ビル B１F に１号店を、２号店は大阪府立大

学内に 2011年３月以降に設置する予定である。 

 同社は、店産店消を掲げて、より「野菜のサブウェイ」浸透に向けての取り組みを進め

る予定で、野菜工場は設置しないが、「野菜カフェ」という実験店舗を神田等にも設置する。 

 このように、植物工場を、野菜を食べるというコンセプトを表現する手段として利用す

ることも考えられ、実際にサブウェイのほかにも、名古屋市内のレストラン、エコカフェ

ｋｕｎｉｙｏｓｉをはじめ、恵比寿、新宿等のレストランにもデモンストレーションとし

て植物工場を店内、店頭に展示する例がみられる。 

 

 そのほか、後述するように、植物工場施設を建設・販売するための会社を立ち上げるな

ど、システム販売面での新規参入の動きもみられる。 
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 上記のような国内の動きとともに、植物工場システムを海外に輸出する動きがある。主

に経済産業省を中心に取り組まれており、主として中東や中国等の東アジア、東南アジア

への輸出を想定している。 

 中東については、2009年 12月に、東京で開催された「第１回日アラブ経済フォーラム」

において、特別セッションとして、植物工場プラントの事業者プレゼンテーションと、パ

ネル展示等を行われ、三菱化学、みらい、丸紅、エスペックミックなど数社が参加した。 

また、2010年 9月に日本で開催された日カタール経済関係会議では、植物工場のカタール

輸出について、民間ベースでの取り組みを積極的に促進することが確認された。カタール

は、三菱化学が、40 フィートコンテナを改造した完全人工光型植物工場の輸出を準備して

おり、今後も有望な市場として期待される。 

 

図表 7 日本とカタールの経済関係強化に関する共同声明（2010.9.30） 

 On September 30, 2010, H.E. Mr. Seiji Maehara, Minister for Foreign Affairs, H.E. 

Mr. Akihiro Ohata, Minister of Economy, Trade and Industry on the Japanese side, 

and H.E. Mr. Abdulla Bin Hamad Al-Attiyah, Deputy Premier, Minister of Energy 

and Industry of Qatar on the Qatari side, held the fifth meeting of the Japan-Qatar 

Joint Economic Committee in Tokyo.  

15  Both sides expressed their intention to promote plant factories in Qatar 

through private sectors which utilize Japan's advanced technology and serve Qatari 

needs. 

 

 2010年 9 月 30 日，日本側前原誠司外務大臣及び大畠章宏経済産業大臣と，カタール

側アブドッラー・ビン・ハマド・アル・アティーヤ・カタール国副首相兼エネルギー工

業大臣は，東京において日・カタール合同経済委員会第五回会合を開催した。 

 

15 双方は，民間部門を通じて，日本の先端技術を利用し，カタールのニーズを満たす

植物工場をカタールで促進する意図を表明した。 

資料：経済産業省資料を元にＭＲＩ作成 

 

 中東地域については、基本的に乾燥地帯で、温度変化が激しく、直射日光の環境が厳し

いとの認識から、完全人工光型植物工場の輸出可能性が期待されるが、一方で、保水材等

を有効利用すること、太陽光を有効利用することで、太陽光利用型植物工場の立地可能性

も想定され、むしろ一般農業への応用可能性という点では、太陽光利用型植物工場の普及

を進めることは望ましいと考えられる。 
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 また、アジア地域については、従前よりオランダが旧植民地地域からベトナム、マレー

シア等の東南アジア地域、台湾や中国等に進出し、オランダ型の太陽光利用型植物工場を

建設してきた。オランダの場合では、技術者等が現地を訪問し、実際に建設や運営管理を

支援するだけでなく、オランダ本国で植物工場を運営していた事業者が、新規事業として

アジアで事業を立ち上げるケースもあり、オランダ人自らが経営するケースも多い。 

 近年では、韓国での植物工場に対する関心が強く、すでにオランダ本国にある人材育成

のための施設の海外施設として、韓国国内に人材育成機関が設置され、オランダ人による

人材育成が進められている。このようにアジア地域においてはオランダによる植物工場ビ

ジネスが先行して行われている。 

 また、完全人工光型については、日本以外に本格的な研究を行っている国が少なく、ア

ジア地域の国や地域でも、日本の研究者から指導・助言を受けているケースが多い。 

 さらに、日本資本で中国等に進出しているスーパー等の小売店や外食産業の中には、各

社の基準で安全な野菜を調達するために、日本から技術を導入し、日本式の栽培方法で現

地生産する取り組みを始めている事業者も出てきた。こうした事業者では、地元行政等を

連携して、農地を確保し、日本から農業法人や植物工場事業者を呼び、現地生産の基盤整

備を進めているということである。 

 

 以上のように、植物工場の普及が進められてから、ほぼ２年が経過したが、当初は行政

に人、金、もの、情報による積極的な牽引策が中心となっていたが、昨年後半ころからは、

民間企業等が中心になって、民間ベースでの取り組みが増えてきており、今後民間主体の

植物工場普及が進むことが期待される。 

 

 さらに、植物工場の生産システムが、管理者には高度な知識と経営感覚が要求される一

方で、日常的な管理作業は、むしろ「工場」の名にふさわしく、非常に簡便でわかりやす

い作業である点が評価され、障がい者や高齢者等の雇用弱者の働き口として期待されてい

る。植物工場で働く作業スタッフは、決められたマニュアルにしたがって作業を行えばよ

く、基本的に習熟等の度合いは低い。また作業内容が単純なため、短期間の研修で実作業

を行うことができる。さらに、室温が植物の生育に必要な環境となっていることから、お

おむね 22～25 度程度、湿度、二酸化炭素濃度なども人間の作業の許容範囲となっている。

また植物自体を扱うことで、癒し効果も期待される。 

 そのため、一般の工場に比べて、就業環境が快適であり、比較的多くの人が働くことが

できる。実際に多くの太陽光利用型植物工場では、栽培学や科学等の知識に乏しい人、障

がい者や高齢者など、通常の就労がしにくい人などが大勢働いている。また子育て中で子

供の病気等によって急に休みを取る必要がある親なども、代替スタッフでカバーができる

体制を構築しやすく、比較的容易に休みを調整できるということで多く働いている。これ

ら何らかの事情で就労環境に一定の条件設定が必要な人々にとって、植物工場の就労環境
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はきわめて恵まれた環境と見ることができ、多くの事業者がこれら、いわゆる雇用弱者を

採用している。企業側からみても、就労側の労働条件を緩和することで、工場等に比べて

賃金水準を落として雇用することが可能になることから、人件費コストの削減にもつなが

っている。 

 

 さらに、植物工場が、安定的に農産物を生産することができる特性を活かして、医療分

野との連携が模索されている。すなわち、植物工場を利用して生産した植物に含まれる有

用成分を制御して、食生活改善や予防治療等に活かそうという動きである。実際に医学者

や臨床医、研究医と農学者、工学者等が連携して共同研究する「アグロメディカルイニシ

アチブ」という組織が結成され、国の研究開発と連携しながら、植物工場による医療分野

への取り組みについて、積極的に取り組んでいくことが確認されている。 

 さらに、事業分野では、漢方薬やハーブ、一部の薬草のほか、遺伝子組み換えによる抗

体成分を含む植物性たんぱく質を組みこまれた植物を、完全人工光型植物工場で栽培し、

医療に用いることが検証されている。すでに、野菜生産には成功しており、今後臨床段階

のプロセスへ移行するなかで、こうした医農連携についても、様々なレベルでの交流が進

むことが期待される。 

 

 また、植物工場では、人件費、建設費のほか、エネルギーコストが大きな支出要因とな

っている。昨今の状況から、エネルギーコストの削減は、重大な課題であり、今後積極的

に省エネルギーに取り組むことが期待される。全国 14箇所の研究拠点でも、太陽光・太陽

熱、風力、地熱等の利用が実験されている。しかしこれら自然利用エネルギーは、変換効

率や安定供給の面で不安定さが指摘されており、発電所や工場など安定的なエネルギー調

達が期待される施設との連携が模索されている。同分野では、愛媛大学が西条市で、地元

企業と連携し、工場廃熱の利用を実験する予定だが、それ以外での研究施設は少なく、北

九州市の響灘菜園で実験されているのみである。そのため、本県においても、臨海コンビ

ナートが存在する八戸市等において、大規模な工場プラントとの連携など、他地域での研

究がほとんど進んでいない分野の研究を進めていくことが期待される。 

 特に同分野は、オランダにおいては当初より進んでいた分野であり、わが国だけが取り

組まないことで、世界的な科学技術・事業化から取り残される事態は避けるべき部分であ

ることから、実験フィールドとしての適性を有する八戸市等下北地域での取り組み推進に

期待する。 
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 以上の点から、整理すると、現状においては、以下のような新たな動きが見られると整

理できる。 

 

日本農業が「職人技」から「産業」へ転換するきっかけ 

  →食品産業の原料供給パートナーとして 

  →安定供給、一定品質、開発生産の実現 

   （市場での横持ち、産地リレー出荷の次の形態目指して） 

  →資金調達、マーケティング、労務等ビジネスノウハウ導入 

農業生産システムの輸出産業化 

  →日本式農業生産・品質管理技術の輸出産業化 

  →農業も、「現地生産現地消費」の時代へ 

「農業生産」を活かした多様なビジネスモデルの実現 

  →店産店消、オーダーメード農業、魅せる農業 

  →薬草、漢方薬、植物による医薬栽培ビジネス 

  →エネルギー利用・循環システム 

 

 この整理では、特に一般的に植物工場として認知されている野菜生産システムとしては、

既存の小売分野だけでなく、今後植物工場野菜に代替される可能性が高い業務用を中心に、

取り組みを進めていくことが期待される。 

 特に企業的経営については、国からの補助の可能性は低くなっており、資金調達・マー

ケティング、労務・人事管理等の面で、積極的に民間ビジネスノウハウの活用が期待され

ており、その点からも新たな取り組みに期待するものである。 

 また、多様なビジネスモデルでは、単に野菜を生産するだけでなく、集客装置としての

活用も検討すべきで、商店街やショッピングセンター等に設置して、集客装置として、あ

るいはオーダーメード型野菜の受注生産などの仕組みで、消費者の来訪頻度を挙げる仕組

みにするなど、様々な取り組みが考えられる。植物工場については、小規模にするほど機

関部分（水循環、空調等）の設備投資比率が過大になり、事業採算性が悪化することから、

小規模で運営する場合には、野菜販売収益以外に収入方法を確保して、トータルでの収支

バランスをみることが必要である。 
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 以上の点から植物工場の事業展開を図示すると以下のように整理できる。 

 このように植物工場のシステムは、単に野菜を生産するというだけでなく、様々な連携

可能性があり、それぞれ収入確保ができる。そのような点を有効利用することで、トータ

ルでの多様な産業可能性を模索することが期待される。 

 

図表 8 植物工場の展開 

建物構造材建物構造材

フッ素加工耐候
性透過フィルム

フッ素加工耐候
性透過フィルム

軽量建築骨材軽量建築骨材

完全人工光型
軽量断熱材

完全人工光型
軽量断熱材

設備ｼｽﾃﾑ設備ｼｽﾃﾑ

照明設備
LED・FCCL・HID

照明設備

LED・FCCL・HID
空調・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
CO2環境制御

空調・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

CO2環境制御

太陽光発電
地熱・ﾊﾞｲｵﾏｽ

太陽光発電
地熱・ﾊﾞｲｵﾏｽ

各種センサー
管理システム

各種センサー
管理システム

生産管理ｼｽﾃﾑ
労務管理ｼｽﾃﾑ

生産管理ｼｽﾃﾑ
労務管理ｼｽﾃﾑ

品種・種苗品種・種苗

専用品種
多品目開発

専用品種

多品目開発

省力機械
ロボット

省力機械
ロボット

省エネ技術
ﾘｻｲｸﾙｴﾈ技術

省エネ技術
ﾘｻｲｸﾙｴﾈ技術

空ビル活用
空工場活用

空ビル活用
空工場活用

遊休地活用
企業誘致

遊休地活用
企業誘致

水循環
高度水処理

水循環

高度水処理

リース
ファンド・投資事業

リース

ファンド・投資事業

機能性食品
高機能含有野菜

機能性食品

高機能含有野菜

健康医療

健康医療

予防薬開発
（花粉症緩和米）

予防薬開発

（花粉症緩和米）

医薬原料生産
（ｲﾝﾌﾙ抗体生産）

医薬原料生産
（ｲﾝﾌﾙ抗体生産）健康食品生産

（漢方薬等）

健康食品生産

（漢方薬等）

園芸療法ｼｽﾃﾑ
リハビリ施設化

園芸療法ｼｽﾃﾑ
リハビリ施設化

航
空
宇
宙

航
空
宇
宙
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 特に、植物工場関連ビジネスでは、民間企業向けの公的支援が手薄になる可能性があり、

既存のビジネス支援による事業化の道筋を整えることが必要である。特に資金調達面での

金融や販路開拓、観光等の関連産業との連携などは、民間主体での取り組みが期待される

ところであり、円滑な資金供給や循環のため、植物工場を含む農業分野への金融機関の積

極的な関与を期待する。 

 一般的に、従来までは農業系金融が中心となっていたが、植物工場の場合は農家以外の

一般企業も参入することから、地銀、信金等の地方金融機関の役割が重要である。農商工

連携以降、地方の金融機関でも農業系融資等の充実を図っているが、十分といえる段階に

はなく、今後はいわゆる目利き等の人材育成を含めて、同分野の強化を図っていることが

必要であり、そのため、国や県などの積極的な関与が期待される（今までの優良融資事例

等を紹介し、地銀等の金融機関に対して、融資条件等の参考にしてもらうなど、金融機関

の活動の参考になる情報を提供するなど）。 

 

図表 9 植物工場ビ ネスの展開 

植
物
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機 ・システム機 ・システム
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大 け大 け
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システム設計システム設計

技術・栽培コンサル技術・栽培コンサル
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４．植物工場に関する青森県の強み・弱み 

 

 青森県の植物工場に関する強み、弱みを整理すると以下のとおりである。 

強みについては、①国補助による研究開発拠点を、東北・北海道地区で唯一保有し、北域

での植物工場に関する様々な研究の拠点になることが挙げられる。大規模施設を有効に利

用し、東北地域における植物工場の技術的中心としての活躍が期待される。東北北海道地

域では、札幌にある経済産業省の産業技術総合研究機構の完全人工光型植物工場の研究施

設のほか、北海道央地域にある、民間財団による太陽光利用型植物工場の研究施設がある

（同施設は、神内ファームが保有し、研究財団に貸与している）。それ以外には、同地域内

に本格的な研究開発施設はなく、かつ、規模においても青森県の施設は、複数棟の施設で

の比較試験が可能であったり、小規模ではあるが完全人工光の実験施設も有することから、

今後、同地域での研究開発の要となる。 

②青森県は下北地域を中心に電源地域に指定されており、電力料金が減免されるなど、エ

ネルギーコスト面で優位な状況にある。現状において植物工場は照明、空調面で一定程度

のエネルギー（電力）を消費することが避けられず、ランニングコストでも、設備費と人

件費と並んで、大きなコスト要因となっている。こうした状況下で、完全人工光型植物工

場事業者の中には、少しでも電力コストを削減するため、深夜電力の利用中心型に切り替

えるべく、夜間の深夜電力時間帯に照明を付けて施設内を昼間として、深夜電力料金時間

帯以外（昼間）は消灯して、施設内を夜間とするなど昼夜を逆転させて、消費電力料金の

削減をしている事業体もある。また、照明装置の光を無駄なく植物体に照射するため、反

射板を使ったりして、光の拡散を防ぎ、植物体に集中的に当てる努力をしている。こうし

た取り組みについて、当面電源地域で、電力料金が割安になる地域に立地することは、事

業採算性確保の点からは有利であり、新規事業立ち上げ等で、初期事業費を節減したい場

合には、非常に有効な手段となる。 

③また高緯度に位置し、夏季の施設園芸生産において、相対的に優位性を有するとみられ

る。青森県の緯度は、ヨーロッパの地中海地域など、北米・ヨーロッパ世界の先進地域と

同程度となっている。これらの地域では、その地域の太陽光特性（季節による昼間時間や

太陽光の指す角度・照射量）に沿って、施設園芸のシステムが構築されている。そのため、

わが国の青森以南の地域に比べて、ヨーロッパの施設園芸の太陽光利用に関するノウハウ

を移植しやすい環境にある。例えば、ヨーロッパ等の施設園芸の建屋設計等において、柱

の建て方等が、ヨーロッパ地域の冬期の太陽光照射角度を想定して、出来るだけ多く太陽

光を施設内に照射させ、柱等の構造物での陰を減らすように設計されていた場合、ほぼ同

じ角度で太陽光が照射される青森県地域では、ほぼそのままの設計で、施設を建設するこ

とで、ヨーロッパで想定していた太陽光照射量を施設内にもたらすことができる。このよ

うに、北米・ヨーロッパ地域と同程度の緯度に位置することは、施設園芸の諸施設・設備
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について、北米やヨーロッパのシステムを、ほぼそのまま利用することが可能になるケー

スが多いと考えられ、先進的なシステムを導入しやすい環境にあると考えられる。一方で、

中長期的には、青森で研究開発した成果は、北米やヨーロッパ農業にも、ほぼそのまま応

用できる可能性があるということで、将来の植物工場システムや部品等の輸出産業化につ

いても、国内他地域に比べて有利な立場にあると考えられる。さらに、ユーラシア大陸に

おいても、中国国内の内陸部の農業地域などは、青森と同程度の緯度に位置する場所が多

く、将来、砂漠化等が進む中国内陸部での農業開発等においても、青森県で培った太陽光

利用の様々なシステム等が、応用可能になるケースがあるとみられる。こうした中長期的

な視野の話だけでなく、既に一部の外食産業等では、地球温暖化等の進展を懸念して、ま

た最近の異常気象等によって夏場の野菜の品質が西日本を中心に劣化していると評価する

企業が増えており、結果的にトマト等の栽培を、北東北や北海道に展開する例が増えてい

る。こうした動きも、青森県での活動がこれから他地域、特に西日本地域に比べて優位に

働く可能性があるということでも評価でき、今後の事業展開の重要な強みと言える。 

④このほか、青森市や八戸市街では、街づくりに向けての取り組みが進んでおり、こうし

た街づくりと連携することで、都市型の植物工場ビジネスが期待される。平成 21年度補正

予算で実施された植物工場のデモンストレーション事業でも、仙台や高松等の商店街の空

き店舗等を利用した植物工場の立地や、各公共施設のロビー等への設置などが行われた。

また、東京の汐留地区に立地しているイタリアンレストランに設置された植物工場や、東

京駅前丸ビル内に設置したサブウェイの野菜ラボのように、植物工場施設は集客性の面で

高く評価されており、街づくりにおける集客力向上施設としての利用可能性が考えられる。

特に地産地消やフードマイレージなど、遠隔地から食物を輸送して消費するライフスタイ

ルの見直しが言われているなかでは、都市部における野菜生産機会として、通常の野菜販

売による収入以上に、集客性や教育力等の面で、高い評価がもたらされている。本調査に

おいても、青森県内の代表的な商店街や商業者等に聞き取り調査を行った結果、植物工場

施設の有する集客性等を評価する意見がみられ、何らかの形で、街づくり等への活用を検

討したいとの意見もみられた。また青森県は、コンパクトシティ構想で全国的にも知られ

ている青森市や、農商工連携や B 級グルメ等の街づくりで知られている八戸市など、わが

国の街づくりでも有数の実力を有する都市があり、これらの街と連携することで、植物工

場の有する新たな可能性を街づくりに活かしていくことが期待される。 

⑤さらに、県内の植物工場事業者は実質１～２社と、決して多いといえる状況にないが、

すでに千葉大学等とのネットワークが構築され、植物工場に関する最先端の技術シーズを

確保することができる状況にあるだけでなく、横浜市に本社を置く事業者や、東北他地域

の植物工場事業者との連携など、県外事業者とのネットワークも構築しており、新たに植

物工場を事業化するには、比較的恵まれた環境にある。こうした既存のネットワークだけ

でなく、今まで植物工場に取り組んでこなかった企業についても、八戸市を中心にして新

たなコンソーシアム結成に併せて、多数の企業が参画しており、これらの企業ネットワー
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クを利用することで、新たな事業展開が期待される。 

⑥そのほか、県内工業用地を中心に比較的、一定程度まとまった用地確保が容易である

ことも優位性に挙げられる。 

 

・地元での需要量に限界（仙台、首都圏への販路開拓）

・中食、外食等業務用食品工場等の集積不足

・人材の確保（システム運用、管理責任者）

・冬季環境の克服（太陽光型における日照、克雪問題）

・関連事業者の層の厚み（システム、設備、種苗等）

弱み

・東北地域で唯一、国補助の研究拠点を有する

・電力料金が８年間半額になるエリアを有する（電源地域）

・高緯度であるため、施設園芸での夏季生産に相対的に有利

・地方都市としての街づくりの実績（青森市、八戸市）

・千葉大学を始めとする支援ネットワークが充実

・広大な用地確保の可能性（農地、工業用地等）

強み

・地元での需要量に限界（仙台、首都圏への販路開拓）

・中食、外食等業務用食品工場等の集積不足

・人材の確保（システム運用、管理責任者）

・冬季環境の克服（太陽光型における日照、克雪問題）

・関連事業者の層の厚み（システム、設備、種苗等）

弱み

・東北地域で唯一、国補助の研究拠点を有する

・電力料金が８年間半額になるエリアを有する（電源地域）

・高緯度であるため、施設園芸での夏季生産に相対的に有利

・地方都市としての街づくりの実績（青森市、八戸市）

・千葉大学を始めとする支援ネットワークが充実

・広大な用地確保の可能性（農地、工業用地等）

強み

 

  

 一方で、弱みとしては、植物工場産野菜の市場性としては、①地域内需要が乏しく、仙

台や首都圏等の大都市圏への販路確保が必要であること、②地元地域への食品関連事業者

集積が乏しいこと、③植物工場の管理・運営に必要な管理クラス人材に不足していること、

④冬季になって日射、および低温になった場合の対応が問題、⑤既存の植物工場関連事業

者の集積に乏しいことなどが挙げられる。 

地元での需要量に限界があることは、地方都市では避けられないことではあるが、植物

工場産野菜が、未だ普及途上であり、県内スーパーや小売店でも、充分に普及している段

階にはないことから、当面は県内小売・スーパー等の需要開拓を行うだけでも、一定程度

の需要開拓につながると見られる。特に北東北地域では、冬期の葉物野菜生産が困難であ

り、南東北以南からの移入に頼る状況にあるとみられ、輸送コスト等をみても、北東北管

内への供給による需要は一定程度あるものとみられる。当初計画では、県の産業技術セン

ターでは夏場はイチゴ、冬場はレタス等など、夏冬で違う作物を栽培することが可能かの

実証も行う計画と言われているが、現実問題として、葉物野菜と花菜類のように、全く栽

培方法や栽培期間が異なる作物を年間の栽培計画で組み合わせることは、様々な問題点が

生まれてくると思われる。そこで、こうした栽培計画に沿った栽培方法や技術の開発等に

ついて、積極的に検討していくことが期待される。 

また、県内の業務向け需要の小ささも課題点の一つではあるが、この点については、現

状においても、一般的な植物工場事業者の事業規模は、複数箇所の業務用需要を全て賄う

規模の生産規模を有するケースは少なく、学校給食、病院・福祉施設給食、飲食店、惣菜
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やお弁当等の中食業者などの需要分でも充分施設立地の可能性はあるとみられる。むしろ

業務用については、安定供給・一定品質等が評価されることもあり、植物工場が建設され、

供給されることで、県内の中食・外食産業の活性化につながることも期待される。 

人材供給や関連事業者の層の薄さは、本県だけでなく、多くの地域が抱える課題点であ

る。特に植物工場システムを管理・監督し、マネジメントを行う人材不足が顕著である。

これに対して、既存の植物工場事業者が、自社のシステムで研修を受けさせ、管理者とし

て育成するなどを行っているが、本県においても、青森県とゆかりの深い事業者や千葉大

学などと連携し、人材育成と関連事業者の育成を図っていくことが必要である。 

 

 

５．あおもり型植物工場ビジネスモデルの検討 

 

 以上の観点から、あおもり型植物工場ビジネスモデルとして、以下の検討を行う。 

 

 青森県は用地、電力等の面で他地域に恵まれ、高緯度にあることから、オランダ等に相

対的に近く、大規模経営に適している場所とみることができる。植物工場は一般的に大規

模経営のほうが事業採算性を確保することが容易と見られているが、用地、電力等を含め

た国内では 10ヘクタール以上の大規模施設はほとんど建設されていない。そのため、今後

生産性向上を図っている場合にも、大規模化がどの程度貢献できるのか、不明な点がある。

そこで、青森県の恵まれた環境をいかして、オランダ並みの大規模経営型モデルを構築で

きるか、実証する仕組みを実施することが考えられる。特に世界潮流の大規模低コスト太

陽光利用型の実証を行うことで、日本農業の新たな可能性を模索するだけでなく、大規模

経営の有用性を確認することにもつながる。 

 一方で、大規模生産は、供給過剰を引き起こし、需要面で採算ラインを低下させる可能

性がある。そこで、加工を含めて、新たな需要開拓を進めていく。特に触れたようにトマ

トに関しては、１世帯あたりの消費量の増大に対して、経営耕地面積の減少が、抑制条件

になっている可能性が否定できず、今後トマト消費の普及拡大を図り、大規模経営で供給

量を増やすことで、野菜消費の拡大を実現することが期待できる。もちろんその為には、

様々な形での消費可能性をアピールするなど、消費拡大に向けた啓発活動が不可欠である。 

 

 また、地産地労地消の地域循環型モデルを構築できるか、という点も考えられる。特に

青森県の場合には、青森市や八戸市において、積極的な街づくりが進められており、こう

した点を連携することで、地元消費をメインにしつつ、雇用弱者を活用し、街づくりと一

体化した、新たな植物工場の姿を提示することが期待される。全国の植物工場では、野菜

販売による収支確保が基本となっており、集客性や街づくり性などが評価された仕組みは

わずかしかない。しかも既存の施設は、東京や名古屋などの大都市圏中心であることから、
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今後本県で、こうした取り組みを行うことで、地方都市での地域循環型モデルの構築を模

索することが期待される。 

 

さらに、エネルギーとの新たな関係を構築できるかという点がある。前述したように、

全国に設置された植物工場研究施設は、自然エネルギーの活用が主眼となっているが、工

場の安定的運営を考えると、自然エネルギーだけでなく、工場や発電施設等との連携が不

可欠である。そこで、本県が有する発電・工場関連施設との連携により、オランダ等が先

進的に取り組んでいる、エネルギー循環のシステム構築を実現することが期待される。 

 

さらに、食料供給県として、周辺農業と連携した「食産業拠点化」を構築できるかが挙

げられる。最近半年間に、植物工場に対する業務用需要の関心が高まり、具体的な商談が

進んでいるが、その多くは、単なる野菜供給だけでなく、カット野菜工場との併設などの

複合化による事業展開を想定している。そこで、近隣農家と連携して、植物工場を核とし

た新たなカット野菜工場や野菜加工工場を整備して、本県の新たな産業の核としていくこ

とが期待される。 

 

 以上のように、本県のシーズを活用しながら、植物工場の様々な可能性を追求すること

で、植物工場の多様な可能性を生かした事業採算に優れたシステムを構築するだけでなく、

植物工場単体の事業採算性を確立し、自立した産業として確固たる地位を占めることが期

待される。 

 本県は、農業県であるだけでなく、科学技術、エネルギー等、様々な点で恵まれており、

今後こうした地域シーズを活用することが重要である。 
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第２部 県内企業の部材製造分野への参入手法の調査研究 

 

１．植物工場ビジネスへの参入の状況 

 

（１）新たな植物工場システムの製造、販売ビジネス事業者の増加 

わが国の植物工場は、1985年に本格的な完全人工光型植物工場が、千葉県のららぽーと

に設置されて以降、様々な業者が参入してきた。1980 年代から 90 年代にかけては、現在

も植物工場を運営するキユーピーのほか、JRグループなど、現在では実質的に植物工場市

場から撤退している事業者も存在した。その後、90 年代後半から 2000 年代にかけて、ベ

ンチャー系企業等が設立され、現在に至っている。 

四半世紀の歴史の中で、有力な植物工場事業者として注目されながら、結果的に倒産や

事業を縮小してきた企業も少なくなく、植物工場システムの製造・販売事業は、厳しい市

場と見られている。 

現在国内で 11カ所の完全人工光型植物工場で採用されている事業者については、独自シ

ステムを開発、農林水産省の１／２補助を受けた事業者が購入・事業化しているが、2009

年春には、新たな植物工場システムの販売を休止し、実質的な撤退を決定している。これ

は、植物工場システムが、装置産業として当初の設備投資が大きく、機器を購入し実質的

には薄利大量販売の農産物収入で回収するには、一般的な製造業に比べて長期間にわたる

事業計画（黒字化計画）が必要であり、またほとんどのシステムが国からの補助を受けて

いるなど、施設整備に際しても、何らかの支援措置がないと、自己資金だけでは事業採算

性が確保しにくいという実情があると考えられる。 

その後、ベンチャー系企業が外食産業にシステムを販売した例があるが、自社消費とす

ることで、ある程度の割高価格感を吸収させることができると見られており、一般の小売

で露地等野菜と競争することは、厳しいと推測される。特にベンチャー系の場合は、シス

テム納入後のアフターメンテナンスや栽培指導等が、特定の人物（通常はベンチャー企業

の社長など）に集中し、システムを多売すると、そのフォローアップをする人間が不足す

るというジレンマを抱え、事業拡大に人材育成が不可欠な状況となっている。 

一方で、植物工場について注目されると、全国の中小企業や大手企業が参入してきた。

照明関係では、大手メーカーがＬＥＤ照明開発や太陽光発電で参入を表明し、その他空調、

水循環管理、エネルギー管理などの分野で大手企業等の参入が相次いだ。さらに中小企業

では、長野県や石川県、静岡県等では複数企業が協力して、植物工場システムを製作、販

売する会社を立ち上げており、中でも長野県の「諏訪菜」は有名である。 

こうした背景には、植物工場のシステム、特に完全人工光型システムが、既存の照明・

空調・環境制御等技術の応用であり、比較的農業や野菜栽培ノウハウに欠けていても、シ

ステム自体は完成させることができるという、植物工場が特殊な機械ではなく汎用技術の
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集合体であることが影響している。そのため、ある程度先行企業の状況を調査し、施設等

をまねて作ることで、植物工場システムのメーカーとして設備を製造することができる。 

しかし、こうした企業は、植物栽培ノウハウの蓄積、特に失敗の蓄積が少なく、納入後

のトラブル対処能力の有効性が問われる。植物栽培の場合、養液濃度の違いや気温・湿度、

二酸化炭素濃度など、様々な条件が複合的になり、植物の生育という「結果」につながる。

そのため、ある日突然、植物が枯れ始めたとした場合に、その原因がなんなのか、温度制

御、湿度制御、風量制御、二酸化炭素濃度、養液管理など、様々な原因が考えられる。ま

た、例えば養液管理が問題であると推定されても、一般的な養液循環の問題か、一部に滞

留することによる、病害虫発生が原因なのか、専門的な知識と経験がないと、問題点を明

らかにすることが難しい場合がある。こうした場合には、一定程度の経験を有する人材の

確保が求められる。 

このように、植物工場システムの製造・販売については、その汎用・容易性と、システ

ム運用の複雑・困難性という両面から見ていくことが必要であり、先行して取り組んでい

る企業では、問題発生時に対応するため、大学等と連携するなどの対処方法を講じている。 

一方、太陽光利用型植物工場の場合、現在市場参入している企業の多くは、今までの施

設園芸関連のビジネスを展開してきた農業資材メーカーが中心である。 

北海道を中心に展開する農業資材系企業（施設園芸用ハウスメーカー）や、東海地域を

中心に展開する企業など、自社のハウス施設を持ちながら、新たな水耕栽培システムへも

展開するなど、既存の農業資材メーカーが目立つ状況になっている。 

 

以上のように、完全人工光型の場合は、後述するように、新たなに市場参入する新規事

業者も存在し、地方では、中小企業等が協力して事業組合を結成するなど、新規参入の動

きが活発にみられる。一方で、太陽光利用型の場合は、既存の農業資材メーカーによる展

開が顕著で、新規参入メーカーは、既存の農業資材メーカーとの取引を通じて、一部部品

等の供給などに留まっているのが現状である。 

また、新規参入の場合も、自社技術の及ぶ分野のみに限定し、システム内の特定部品の

供給だけに留まるケースのほか、外部企業から調達し、システム全体の施工まで請け負う

タイプに分けられる。通常空調施設や、照明・水循環システム等の機器メーカーについて

は、特定部品供給に限るケースが多く、栽培ベット（水槽）や配管などの設計・施工まで

行うような企業の場合は、その他の装置を外部調達して、システムとして販売するケース

が見られる傾向にある。これは、空調設備や照明、水循環システム等の部品は、様々な水

耕栽培システムにも適応できる可能性があるのに対して、栽培装置（水槽や循環系設備）

は、水耕栽培システムの基本であり、複数メーカーの機器をつなぎ合わせてつくるという

ものではなく、特定の企業の装置を購入したら、それに合う機器を購入することになるた

め、部品供給という形には至らないためとみられる。 
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（２）個別技術やシステムの技術展開状況と企業参入・展開の状況 

 

植物工場システムに求められる個別技術やシステムは以下の４要素に大別される。 

施設関連技術は、特に建屋関連の部分であり、一般的には太陽光利用型で利用されるハウ

スに関連する部分が中心である。完全人工光型の場合は、倉庫や工場等の建屋を利用した

りするケースもあり、部材メーカーとしての新規参入の要素が限られてくる。これに対し

て、太陽光利用型の場合、一般の施設園芸向け市場とも合致し、耐候性・透過性・耐久性

等の面で技術革新が期待でき、国外への市場展開なども期待されることから、技術的にも

今後の企業参入が想定される部分である。 

生産要素技術については、照明・空調・種苗・水耕システムなど、建物内の設備全般が含

まれる。基本的には同分野では個別機器メーカーによる技術開発や市場参画が期待されて

おり、実際に多くの企業が参入してきている。前述したように、この分野に参入する企業

では、自社技術分野に特化した部品メーカーとして供給するだけでなく、社外品を調達し

てシステム全体で販売するケースの双方がみられる。基本的には、本来の機器市場、例え

ば LED などでは、植物工場向けに販売する LED 市場と、一般の LED 市場では、圧倒的

に一般の LED市場の方が大きいため、基本的に植物工場向け機器を開発して販売すること

を優先するより、既存の市場向けに開発した機器や商品を、植物工場向けに手直しして販

売するなどの方が、一般的である。実際に、多くの企業が、自社が開発した機器や部品に

ついて、植物工場向けに改良・追加開発して販売するケースが多い。 

生産管理技術は、一般的にソフトウェア部分に相当し、栽培に関する環境制御ソフトの開

発・販売が基本である。農林水産省でも、10 数年前に高度施設園芸向けシステムの開発に

着手したが、結果的に、国内施設園芸農家の大半がコンピュータシステムによる環境制御

を導入しておらず、市場規模が拡大しないなかで、多くのシステムハウスが廃業・撤退し

現在に至っている、現状では、太陽光利用型でトマト栽培の環境制御では、オランダ、プ

リバ社製がわが国でも多く利用されており、その市場への日本企業参入は、困難性がある

と考えられる。そのため、完全人工光型の環境制御システムや、省エネルギー型のシステ

ム、小売店等販売計画や受発注情報と連動して栽培スピードをコントロールするシステム

など、先行企業と差別化できるシステム開発を行うことが求められる。 

流通管理システムでは、植物工場産野菜の特徴であるトレーサビリティを確立し、コール

ドチェーン体制に対応するための管理システムや、特に外食産業など業務用需要に対応し

て、外食企業からの発注量を予測し、事前に生産側に必要な出荷量を伝送するなど、安定

供給に貢献するシステム開発などが求められる。 
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図表 10 植物工場の関 技術 

植
物
工
場

施設関 技術

生産 素技術

生産管理技術

管理技術

施設（ 根・ ・ ）、断熱材 等
→→→→オーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドオーダーメイドからからからからレディメイドレディメイドレディメイドレディメイドへへへへ
フェンローフェンローフェンローフェンロー型型型型などのなどのなどのなどのユニットユニットユニットユニット化化化化

照明（ 光 ・ トリウムラン ・LED）
空調（ 度）、種苗、養液（水耕） 等
→→→→省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、省省省省コストコストコストコスト、、、、最適化最適化最適化最適化

種・ 苗・定植・収穫
環境制御システム →→→→システムシステムシステムシステム開発開発開発開発

出荷予 （含 場 ）、トレサビ、
コールド ーン →→→→システムシステムシステムシステム開発開発開発開発

 

資料：ＭＲＩ作成 

 

①施設関連技術の動向 

 

図表 11 一般的な施設技術 

ガラスガラスガラスガラス温室温室温室温室のののの型式型式型式型式 内内内内            容容容容 

両屋根型 
・間口は４間(7.2m)～８間(14.4m)が一般的  

・軒高３ｍ、屋根勾配約 27度 

スリークォーター型 

・間口は４畝(4.4m)～６畝(7m程）  

 ６畝が一般的  

・軒高２ｍ、奥行 25ｍ程度 

フェンロー型 

・オランダで開発  

・間口は 3.2m、軒高 3～4ｍ  

・採光に優れ、建設費が安価  

・連棟型で大規模化が容易 

資料：五訂「施設園芸ハンドブック」（日本施設園芸協会）等を元にＭＲＩ作成  

 

 一般的には、既存の施設園芸農家が使用するタイプのハウスを転用するケースがほとん

どであるが、トマト栽培を中心に制御システムとしてオランダ製を導入する場合があり、

その場合には、フェンロー型を導入するケースが多い。一般的に、施工主の希望する建設

面積に応じて、大工仕事で施工するケースが多く、間口も一定ではなく、土地形状や施工

主の設計要望で変化するなど、オーダーメイド型が多く、コスト低下の阻害要因と言われ

ている。現在フェンロー型で規格統一することで、建設コスト削減になるのではないかと

議論が進められている。 
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②生産要素技術の動向 

 

照明、空調、養液、水循環、二酸化炭素濃度設定、種苗開発など様々な分野が含まれる。

特に照明器具は、完全人工光型を中心に重要な設備となるとともに、大手家電メーカーや

中堅企業など、多くの照明メーカーが存在することから、様々な企業参入と競争がなされ

ている。現在、一般的な照明装置は蛍光灯であり、完全人工光型や太陽光利用型でも広く

利用されている、一般的な蛍光灯は、性能と価格で多岐にわたっており、高性能高価な器

具を用いるか、汎用性安価な製品を利用するかは、事業主や施工会社からの提案によって

様々である。ただ、植物工場の場合、水環境で利用するため、一定程度の湿度環境下で長

時間利用に対応できる必要があるため、蛍光灯にある程度防水的効果があることが望まれ

ると考えられる。しかし農業用防水型蛍光灯は非常に高価であり、照明として大量に使用

する植物工場では、蛍光灯の単価が、経営を左右するほどである。一般的な商業ベースで

の多段式の完全人工光型植物工場の場合、使用する蛍光灯は１万本単位と言われ、１本当

たり 100円程度の価格差でも、１セット揃えるだけで 100万円のコスト差、予備部品を考

えるとそれ以上のコスト差になる。 

 

図表 12 表 な照明機  

照明装置照明装置照明装置照明装置 特徴等特徴等特徴等特徴等 既設設置施設既設設置施設既設設置施設既設設置施設 

蛍光灯 

・高効率、長寿命（１万時間程度）、安価な機器単価  

・熱放射が小さく、近接照射が可能（多段化に有利）  

・直管型の場合、中央部と端部での光強度に差  

・他光源使用施設でも育苗段階での使用例あり 

11カ所 

高圧ナト

リウムラ

ンプ 

・管内にナトリウム、水銀等を封入した高効率ランプ  

・高効率で、単位出力当たりコスト安い  

・数年前まで照明の主流、長寿命（１万２千時間超）  

・大量の熱線を発生するため、多段式等に不向き 

17カ所  

LED 

・赤色（波長 660nm）は光合成反応や発芽等に影響  

・青色（波長 450nm）は花芽形成や光屈性に影響  

・熱放射が少なく近接照射が可能（多段化に有利）  

・長寿命（赤色で 10万時間）で低消費電力  

・単価が高い（量産化効果に疑問の声）、高温に弱い 

３カ所  

太陽光 

・果菜類等の育成には積極的に利用  

・紫外線や過度の熱など、植物の生育に悪影響もあり  

・人口光との併用（16カ所）もあり 

20カ所  

注意：内容は、全国植物工場事業者等への聞き取り調査等を元にＭＲＩ作成  
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高圧ナトリウムランプは光変換効率が高く、相対的なコストは安いと見られるが、大量

の熱戦を発生するため、多段式では不向きとされている。そのため、キユーピーのＴＳフ

ァームや太陽光利用型の補光などに利用されている。現在、新たに建設される植物工場へ

の利用割合は低く、蛍光灯利用が一般的である。 

ＬＥＤは、波長を変化させることで、様々な色を発しやすく、熱放射が少なく、寿命が

長いことで注目されている。一方で単価が高く、初期投資分として数万球単位で購入する

と、それだけで膨大な設備投資になってしまう。また実験設備への導入も始まったばかり

で、実使用による耐久性評価もこれから本格化する。そのため、ＬＥＤ自体の耐久性は高

いが、基盤の劣化により、まだ使えるＬＥＤを交換せざるを得ない事態も想定され、実際

にどの程度生産性の高い機器かはこれからの検証結果を待たなければならない。現在は大

手メーカーの省電力型ＬＥＤのほか、様々な企業で研究が盛んに行われている。またＬＥ

Ｄ照射で言われる赤色と青色ＬＥＤの植物に与える影響についても、総合的な評価はこれ

から深まっていく分野であり、結果的に特定の波長だけでなく、総合的な波長の中から植

物の生長を阻害する波長のみを除くことが有効であるとも考えられ、これからの研究が期

待される。ＬＥＤは、前述のように販売単価がまだ高く、今後一般普及による生産コスト

の低減による価格低下が求められる。そのため、新規参入についても、植物工場等農業資

材向けだけでなく、一般市場向け製品を製造している企業、あるいはそのような企業から

資材供給を受けるメーカーでないと、量産効果による価格低減分を、販売価格に反映させ

ることができず、価格競争的に厳しい状況になる。そのため、既にＬＥＤに市場参入をし

ている企業や、市場参入している企業と連携できる企業など、新規参入する機会は限られ

るのではないかとみられる。 

一方で、今までの光源対策では、照明メーカーばかりで、光を効果的に収束し、植物体

に当てるには、電球の傘に相当する器具メーカーの参加も不可欠であると言われている。 

 

空調は、基本的に植物工場施設内を一定温度、一定湿度に維持することが重要である。

野菜や果物の栽培に関して、特に甘み等を出すために、寒暖差を利用するケースが紹介さ

れ、昼と夜の温度差が激しいほど、植物にストレスがかかり、甘くおいしくなると言われ

ている。植物工場においても、温度変化をもたらし、同様の効果を与えることは理屈上可

能ではあるが、一方で植物工場野菜は、高い生産効率が事業採算の鍵となっており、室内

温度を変化させ、植物にストレスを与えることが、植物の生長を妨げ、生産効率が低下す

る場合には、そのような温度変化はあたえず、ストレスのない状態で、植物生長を早める

ことが、事業採算的には求められる。そのため、現在では、多くの植物工場が、室内温度

はできるだけ一定にして、生産性向上に注力する傾向がある。 

また、生育を促進する植物生理の為には、葉部からの蒸散作用を促進するため、一定程

度の空気流（風）が必要であるとされており、空調メーカーによる室内の空気対流につい
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ても植物生理上の理想的な対流のあり方についての研究が待たれる。 

また空調関係では、蒸散熱やヒートポンプを利用した総合的な温冷管理など、温度と湿

度を、出来るだけエネルギーを効率的に利用することで、効果的に管理・制御することが

求められている。 

こうした空調関連に求められる技術的シーズは、植物工場だけでなく、家庭用を含む一

般向け機器でも求められており、省エネルギー機器開発、低コスト機器開発、維持管理・

メンテナンスの簡素化など、他分野機器で開発・導入した機器を、植物工場向け機器にも

採用するなどの取り組みが考えられる。 

 

図表 13 空調関 の技術 

空

調

断熱

晵

ガラス等 資材
カーテン、断熱材 等

・ 水・
電熱・ ート ン 等

発 ・ 水
・ ート ン 等

強制 （ファン）
・ 等

・省エネル ー機 開発
・ コスト機 開発
・暷 環境の 管理
・ ンテ ンスフリー化
・管理システムとの制御

I
ビ タス

他 野のフィード ッ

 
資料：ＭＲＩ作成 

 

上記のような技術のほかにも、完全人工光型植物工場や、できるだけ農薬等を用いない栽

培を目指している事業者が導入しているクリーンルーム化設備などが挙げられる。クリー

ンルーム化設備では、栽培施設内の環境をクリーンに保つための空調設備や、侵入した虫

等を捕獲するための設備（捕虫シート等を含む）、天敵防除・駆除のための虫育成、出入り

口等でのエアシャワー等の設備、空調管理のためのネット、室内のクリーン度を監視する

装置など、様々な機器ニーズがある。それぞれ事業者の経営見通しに沿って必要な設備導

入となることから、様々なレベルの機器ニーズが存在する。 

水耕栽培のための水溶液循環のシステムでは、主に配管等の設備面が考えられる。水溶液

を循環させる配管は、万一病気等が発生した場合に配管を通じて病気等が拡がらないよう

にするため、一つの設備内で複数系統を整備することが望まれている。しかし、複数系統

にすると、循環させるポンプを系統数用意する必要があるほか、水溶液の濃度センサー等

が複数用意する必要があるなど、系統数を増やすほど設備コストが増すことになる。その

ため、より効果的効率的な配管などの技術開発や製品開発が求められる。 
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さらに、収穫した農産物の調整作業やパッキング、値段等のラベル添付など、カット野菜

などの加工処理、加工食品向けの下処理などの加工関連機器など、付帯施設や設備に関す

る技術や市場も、植物工場産野菜の業務用需要が伸びていくことが期待されるなかで、今

後新規参入を含めた市場拡大が見込まれる。また、生産管理や販売管理、労務管理などの、

植物工場を運営していくためのシステムやソフトウェア開発なども挙げられる。 

中長期的には、自家発電等の発電システムや親自然エネルギー機器、既存の工場等の廃熱

や１次利用エネルギーの再利用システムなど、エネルギーの再利用や循環に資する機器等

の分野の拡大も考えられる。現在稼働中の植物工場システムについて、その幾つかの施設

規模や建設費など、公開されている情報をもとに整理すると下表のようになる。これによ

ると、施設（建物）１㎡当たりのコストには大きな開きがある。これは、施設規模が同じ

基準でなく、付帯施設等を含んでいるケースなども考えられるが、利用する機器が多岐に

わたっており、どのような機器を利用するかで、設備コストが大きく変化することも要因

として考えられる。このように現状においても、植物工場システムは、平均的な単価を算

出することが難しいほど、その機器コストに大きな差があり、今後様々な企業が参入する

ことで、これらコストの安定かつ低廉化が進むことが期待される。 

 

図表 14 主な植物工場の施設コスト 

タイプタイプタイプタイプ 施設施設施設施設・・・・建物面積建物面積建物面積建物面積 総工費総工費総工費総工費・・・・建設費建設費建設費建設費 １１１１㎡㎡㎡㎡当当当当たりたりたりたり費用費用費用費用 主要設備主要設備主要設備主要設備・・・・生産量生産量生産量生産量 

完全人工光型 約 2,000 ㎡ 約５億円 約 24 万円 高圧 Na ランプ、120ｔ/年 

完全人工光型 約 550 ㎡ 約 0.7 億円 約 12 万円 蛍光灯利用、 

完全人工光型 約 500 ㎡ 約 0.7 億円 約 14 万円 高圧 Na ランプ、24ｔ/年 

完全人工光型 約 550 ㎡ 約１億円 約 18 万円 蛍光灯利用、40ｔ/年 

完全人工光型 約 500 ㎡ 約 1.5 億円 約 30 万円 高圧 Na ランプ、28ｔ/年 

完全人工光型 約 250 ㎡ 約 0.8 億円 約 29 万円 蛍光灯、18ｔ/年 

太陽光併用型 約 15,500 ㎡ ２億円 約 1万円 白熱電球、120ｔ/年 

太陽光併用型 約 3,300 ㎡ ５億円 約 15 万円 高圧 Na ランプ、144ｔ/年 

資料：各種資料よりＭＲＩ作成 
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２．植物工場ビジネスへの参入事例の整理 

 

（１）異業種企業が単独で参入する例 

機械や設備、部材等のメーカーを中心に、異業種企業による植物工場ビジネスの参入例

がみられる。一般的には、照明や空調等の個別部品を製造販売する企業より、水耕栽培の

システムや部材を製造する機械メーカーのほうが、単独で植物工場システムを製造・販売

する場合が多いとみられる。佐賀県鳥栖市に本社・工場を有する、アルミ型材や仮設材、

農業用資材など、アルミを用いた資材の製造・販売を行っている企業だが、2009年から新

たにアグリ事業部を立ち上げて、佐賀県内の元学校施設の教室を改装して、完全人工光型

植物工場のデモ施設を建設、同地で生産した野菜の販売を行うなど、同社が製造した植物

工場の販売事業を立ち上げた。 

同社は、アルミの部材製造技術を用いて、従来までの植物工場の生産設備とは異なり、

栽培用ベット幅を狭くして、様々なサイズに対応したシステムを開発、事業者の予定する

設備規模に柔軟に対応できる機器を開発した。現在佐賀県内の昭和の学校「元気村 ヴィ

レッジファーム」に実証展示している施設は、約 200 ㎡の規模で、フリルレタスやサニー

レタス、サンチュなどを栽培、156㎡の設備に 11,520株が植えられ、1日 660株が収穫さ

れている。 

このように、自社単独で開発・販売する場合は、何らかの形で自社設備を展示・ＰＲす

る場所を設け、実際の施設と、作業内容等を見せながら、販売することになる。これらの

施設は、実際に購入者が出た場合には、建設・稼働までの研修場所としても利用されるな

ど、利用価値は高い。 

また、参入するタイプでは完全人工光型植物工場の施設であるケースが多い。これは、

完全人工光型の場合は、太陽光や太陽熱による環境変動影響が少なく、植物の生長に必要

な環境を維持するためのシステムについても、一定の状態を保持すれば良いので、設備機

器や環境制御システムが比較的単純に済むという点があるものとみられる。 

植物工場については、平成 21年度補正予算で実施された、植物工場のデモンストレーシ

ョン事業に参加したことで、自社機器を様々な場所に展示、これをきっかけに事業化に踏

み切る企業も多かった。しかし、実際に施設が販売できても、栽培上のトラブルや思わぬ

病気などの発生への対処など、アフターサービスやメンテナンス等の業務も多く、販路開

拓支援等も行うケースがあり、野菜販売に全く経験がない中で参入するのは、リスクが大

きい。自社が先行して事業化するなど、ある程度経験を積んで、いろいろな問題について、

自社で解決できるようなノウハウの蓄積、あるいはいざと言うときに相談に乗ってくれる

有識者（大学や試験場、普及所等の人材）を確保しておく必要がある。 
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（２）異業種企業が連携して植物工場システムを販売する例 

 

単独企業ではなく、複数企業が協同で他分野から参入する例もみられる。これらの例の

状況としては、静岡県静岡市の穴原ファーム植物工場プラント事業協同組合と、長野県諏

訪市の諏訪菜の事例がある。両ケースとも完全人工光型であり、太陽光利用型の新規参入

の例は、全国的にみてもきわめて少ない。 

静岡市の穴原ファーム植物工場プラント事業協同組合は、市内のケーイーコーポレーシ

ョン、中村機工、ウェルビーフードシステム、西山工業などのほか４社が、静岡県中小企

業団体中央会や、静岡県立大学の協力で、植物工場の設計・製造、運営等に取り組むもの

で、ＬＥＤ等を利用することを想定している。 

長野県諏訪市の諏訪菜は、金型製造の旭、プリント基板設計のエービーエヌ、樹脂成型

のみやまが共同で設立した会社である。設立当初から地元自治体や関東経産局の支援等を

得て、完全人工光型植物工場の設計・設置から、販路開拓支援まで行う予定である。主に

は購入企業等が有する遊休施設を活用した完全人工光型植物工場を建設、設立母体となっ

た企業や地元経済界等の協力で、地元の飲食店などに働きかけ、購入先を紹介するなど、

販路開拓にも協力する店が特徴的である。できるだけ安価な施設とすることを目標として

おり、１坪 30万円以下で建設することを目標にしている。初号をＪＲ茅野駅前の商業施設

「ベルビア」内に設置、ＰＲと集客の両面から、話題づくりとモデル施設展示をしている。

栽培する品目は、サンチュやリーフレタス等で、諏訪東京理科大学との共同で、ＬＥＤや

太陽光発電システム等の搭載も可能となっている。 

 

（３）部品や部材等で参入する例 

 

前述の（１）や（２）と異なり、システム全体の製造・販売ではなく、特定の部品や部

材の供給という形で参入する例がある。 

これらの企業の例では、照明や空調、水環境管理などの分野で、自社製品の新展開の一

つとして農業、特に植物工場に注目して参入したケースが多いとみられる。またこの分野

では、中小・中堅企業のほか大手企業の参入も多く、様々な事業規模の企業が存在する。 

大手企業では、新型のＬＥＤを開発した昭和電工や、太陽光発電パネルの国内有力企業

のシャープ等も植物工場向け太陽光発電パネルの市場開拓を発表した。空調等の分野でも、

業務用（オフィス用）や家庭用空調設備の大手企業も、植物工場施設内の空調施設販売を

目指している。実際に空調関連では、室内の環境浄化のための空気清浄機能を有する空調

設備として、大手家電メーカーの空気清浄機能付き空調機設備を導入している事業者もあ

り、これら機器の植物工場分野への展開可能性は高い。 

また、中小企業でも様々な機器の販売で参入するケースが多い。ポンプ等の水の循環機
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器を製造・販売している企業では、水中に微細な空気の泡を入れる装置などを開発し、販

売している企業がある。 

これらの部品や機器メーカーについては、上記（１）や（２）のようにモデルハウスを

展示して、販売と購入者研修を行うような取組ではなく、既存の水耕栽培や植物工場事業

者農家を訪問して、自社製品をテスト導入してもらい、植物の生育変化のデータ取得の協

力をしてもらうとともに、販売・営業活動の際に、実設置農家として、購入希望者の見学

会参加に協力してもらったり、設置した感想等を話して貰うなど、営業活動にも貢献して

貰うケースが多い。その一方で、こうしたデータ収集や営業支援活動をしてくれる農家に

は、自社製品を無料で設置する。このような営業方法は、従来までの施設園芸農家向け資

材の販売でも一般的に行われていた方法で、各農家は自分と同じ産物を同じように生産し

ている農家が、当該部品を設置しただけで、生産性が向上したという生の声を聞いて、購

買する意欲が増すことになる。 

こうした販売方法は、協力頂く農家の力によるところが大きい。せっかくよい製品であ

っても、協力した農家の栽培技術が、同社製品の性能をフルに発揮することが出来なけれ

ば、栽培結果データが利用できないものになるだけでなく、産地訪問などの営業活動に使

おうと思っても、植物の生育が思わしくなければ、営業面でも逆効果になってしまう。ま

たこうしたことで、自社製品ではなく農家の栽培方法に問題があるなど、農家側のプライ

ドを損ねるような対応をすると、農家同士の横ネットワークで、同社製品に対する負の情

報が広まることになる。そのため、多くの資材メーカーが、協力頂く農家の選定には極め

て慎重に行っている。同社の部品や機器の販売成果は、協力頂く農家次第ということが言

えるほど極めて重要なポイントとなる。 

以上のように、部品や機器を販売するビジネスモデルでは、パートナーとなるハウスメ

ーカーや実験協力農家など、自社の事業展開にプラスとなる協力先を確保することが極め

て重要である。 

そのため、単に異業種から参入してきただけでは、営業・販売成績を残すことはできず、

地元人脈など、できるだけ多様なネットワークでリスクを分散させることが必要である。 

また、既に照明、空調、水管理等の分野では多くの企業が参入しており、現状で、新た

な企業への参画余地は極めて限られている。一方で、まだ植物工場分野の新事業展開の評

価を行っていない企業は多いとみられ、今度本県内でも、多様な企業参入が期待される。 

例えば、ＬＥＤ等の光器具についての検証は進んでいるが、照明器具（周辺の傘部分）

などの企業参入の例は少なく、各事業者は自分が考えた反射板で光りをより効果的に植物

に当てる努力をしている。しかし、既存の照明器具メーカーでは、省電力でピンポイント

に照明を当てる効率的な照明器具を開発しているケースがあり、これらの企業が参入する

だけで、新たな市場開拓につながる可能性がある。つまり、植物工場の部品・機器分野に

ついては、まだ新たな企業参入の可能性余地が残されているケースが多いとみられ、その

開拓作業が必要である。 
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（４）産学官が連携した取り組み 

 

産学官が連携した取り組みは、国の助成した延べ 14カ所の研究開発拠点等において、コ

ンソーシアムを結成したり、企業からの受託研究、企業との共同研究等によって実現され

るケースが多い。これらのケースでは、各大学や研究機関の施設整備の段階から、連携す

る企業の想定取り組み内容等をもとに、導入する施設や機器等を選定し、各企業の研究開

発内容がすぐに行うことができるように配慮された施設となることが一般的である。 

同様の施設は、東京の玉川大学が建設した完全人工光型植物工場の研究施設についても

当てはまる。同施設は、完全人工光型植物工場の光源として、昭和電工と共同で開発した

水冷式ＬＥＤシステムを導入、蛍光灯等との比較研究のほか、レタス等の葉菜類のほか、

イチゴやトマト等の果菜類生産の実験を行っている。また宇宙空間での植物工場栽培につ

いての基礎的研究も行っている。 

前述したように、大阪府立大学では、70 社超の地元企業が参加したコンソーシアムを亜

立ち上げ、主に東大阪や八尾の中小企業を中心に、植物工場システムの開発、商品化のほ

か、新たなシステム研究等に取り組んでいる。同大学では、2010年の上海万博の際に、大

阪府パビリオン内に完全人工光型植物工場のデモ設備を展示し、自動化技術の紹介を行っ

ているほか、府立大学内の研究施設そのものが、バリアフリー型で建設されるなど、これ

からの植物工場のあり方に向けて、様々な取り組みを行っている。 

こうした取り組みに、積極的に地元中小企業が参画し、新たな植物工場関連の部品・部

材やシステムの供給元として、事業参画を目指すケースが多い。 

実際に、大学等の研究機関と連携、あるいはコンソーシアムに参画することは、他企業

の技術や大学の先生などの有識者とパイプを得る重要な機会であり、場合によっては、自

社技術に対する助言も期待できることから、有効な手段を考えられる。 

一方で、こうしたコンソーシアムでは、参画した企業が、それぞれ自社の思い描いた研

究内容や成果を得られるとは限らない。特に研究内容が細分化されると、自社技術の活用

やテストの場が限られるなど、期待した成果を得にくい場合も考えられる。 

現在、各大学等では、大学間での情報共有を進め、それぞれのコンソーシアム参加企業

が、自分たちにとって本当に有益なテーマに参加しているか、他大学の研究内容について

も、積極的に情報発信し、より向いているコンソーシアムへの参画に向けた情報提供等も

行っている。そのため、積極的にこうした情報発信機会に参画し、自社の技術を充分に活

かせる、産学官連携に参画することを目指すべきであるし、一度参加して、自社向きでは

無かったとあきらめるのではなく、どん欲により良い機会を求める姿勢が求められる。 
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３．植物工場ビジネスへの部材製造分野への参入に向けた方向性 

 

（１）今後成長が期待され新規参入による事業展開が見込まれる分野と展開方法 

 

以上を踏まえて、植物工場事業への参入に向けて、ポイントを整理すると以下のようにな

る。 

一般的に完全人工光型は、植物の成長に必要な環境制御が単純で、一定の温度、湿度、照

度、栄養度、二酸化炭素濃度等を維持することができれば、植物を育成することができる。

また環境制御に必要な機器は、既存の環境制御機器の応用が可能であり、その点から既存

企業の参入が容易となっている。一般的に照明、空調、養液管理、水管理（水循環制御等）

のメーカーは、単独メーカーとして部品供給を行う場合と、植物工場システム全体を販売

する企業に部品供給するケースがみられる。一方で、植物工場の栽培ベット等の筐体を製

作する企業では、自社製品だけでなく、照明や空調、養液・水管理から制御ソフトまでを

調達、あるいは自社製造して、システムとして販売するケースが多い。 

太陽光利用型植物工場では、既存のビニルハウス等の農業資材メーカーが、そのまま販売

するケースが多く、一部部品メーカーが、既存の農業資材メーカーと組んでいるケースが

みられる。 

このように、照明、空調、養液管理、水管理等のメーカーは、自社の完成品を持つことは

あまりないが、完全人工光・太陽光利用型両方のシステム機器メーカーに納入したり、部

品メーカーとして一般販売するケースがあり、相対的に市場は広い。 

 実際に、多くの企業が最近１年半の間に参入しており、今後も増加することが予想され

る。しかし、こうした市場は、基本的に農家等による口コミが中心であるため、市場拡大

のスピードが遅いため、なかなか市場拡大につながらない傾向がある。むしろ一部の既存

システムメーカーに問い合わせや発注が集中する傾向があって、新規参入が展開しにくい

環境にあるともいえる。しかもこうした中で、一部ではトラブル等も聞かれるようになっ

ている。販売時に示した性能や収穫量が確保できないなどの問題だけでなく、施工後のト

ラブル発生時の対応力が弱いなどの問題点が指摘されるなど、施工後の運営面でのフォロ

ー体制が問題になっている。実際に栽培を開始すると、計画通りに栽培できないケースな

どでのフォローが不十分であるケースがみられる。こうした点は、実は農学特に植物栽培

のノウハウが不可欠であり、他産業から参入した場合の大きな問題点になる。そこで、本

県の場合は、協力関係にある千葉大学と連携し、栽培に関する指導やフォローを行う体制

を構築することが必要である。 
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 また、太陽光利用型の場合には、環境制御が複雑で、新規参入が非常に難しい。そのた

めシステム販売を行うことができる企業が限られ、既存の農業ハウスメーカー等が中心と

なっている。本県において、今後参入を検討する場合には、産業技術研究センターのコン

ソーシアムに参加している、北海道の施設園芸メーカーと協力するなど、既存事業者との

連携をいかに実現するかが課題である。 

 

既存事業者を核に展開
今後の充実に期待（
オランダを参考に）

太陽の光と熱への対
応が課題

既存メーカー中心太陽光利用型

全国的に多数参入今後の充実に期待
「太陽」という変動
要素無く比較的制御
容易

新規参入が比較的
容易

完全人工工型

そのほか
コンサルタント（栽

培情報）
システム設備・装置

既存事業者を核に展開
今後の充実に期待（
オランダを参考に）

太陽の光と熱への対
応が課題

既存メーカー中心太陽光利用型

全国的に多数参入今後の充実に期待
「太陽」という変動
要素無く比較的制御
容易

新規参入が比較的
容易

完全人工工型

そのほか
コンサルタント（栽

培情報）
システム設備・装置

 

 

 

（２）産学連携等によって新たな事業展開が見込まれる分野と展開方法 

 

さらに産学官連携によって、新たな事業展開が見込まれる分野としては、新品種開発に

よる市場拡大や、自動化・高速化、高歩留まり等の環境制御技術の応用などが考えられる。 

品種改良は、常に大きな課題となっており、特に完全人工光型では、葉菜類中心の作目

から、いちご、トマト等の果菜類への展開、将来的には根菜類等への拡大などについて、

期待されている。 

現在、札幌の産業技術総合研究所では、根菜類の植物工場での栽培実験に成功している

が、今後は、商業ベースでの栽培可能性を高めるとともに、果樹などその他の作物への利

用研究も進んでいくことが期待される。 

さらに、産学連携の動きとして注目されるのは、エネルギー問題である。2009年～2010

年にかけては、厳しい国際情勢の中で、原油価格が高騰し、施設園芸の加温等に利用して

いる重油や電力料金の高騰が問題となった。特に太陽光利用型等で、重油を用いて加温を

している施設では、燃料代が当初予定の 1.5～2倍となり、利益分を失うことになった企業

も少なくない。こうした反省から、エネルギーの再利用、或いは廃熱・廃エネルギーの利

用などの方法が検討されている。東北地域には山間部が多いことから、間伐材など施業に

よって生じた枝を利用した木質チップをもとにエネルギーを作り、加温と電機に利用する

例や、バイオマスエネルギーなどの利用も考えられる。青森県では、太陽光と風力につい

ても研究している。こうした研究分野は、現在では実験段階だが、今後その利用価値が認

められ、積極的な研究開発が進むものと推測される。 
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（３）今後市場参入が期待される分野 

 

以上の点から、今後植物工場部品等市場への参入が期待される分野としては、以下の分

野が考えられる。 

 

 完全人工光型 太陽光利用型 

設備 

・建屋そのものは既存のハウスメ

ーカーや倉庫等の準用であり、

新規参入のメリット少ない 
・植物を植える栽培ベットや配管

等については、設備メーカー各

社が参入、異業種からの参入も

多い。設備の販売だけでなく、

システム全体を販売するケース

が多く、協力会社の確保とデモ

実績（ＰＲ実績）が必要であり

大学等有識者や先行企業との協

力が不可欠 

・既存のビニルハウスメーカーが

市場を抑えており、新規参入の

可能性は低い。これは、太陽光

利用型施設では、農業者の参入

が多く、既存農家とのつながり

が強い農業資材メーカーの方が

有利であるためとみられる。一

般企業の新規参入例は少ない。 

照明 

・高照度・低コスト・長寿命によ

る高生産性と耐久性が採用のポ

イント。 
・基本的に既に自社内で照明器具

に関する研究・販売実績のある

企業が、新規展開先して参入す

るケースが多く、照明器具製造

の実績のない企業参入は極めて

稀でリスクが大きい 
・既設施設への取り替え需要も考

えられるが、取り替え設置工事

も含めて、システム全体を販売

するメーカーと事業提携した方

が参入しやすい。 

・また、現状では照明機器メーカ

ーが多く、実際の光を植物体に

収束させるための器具（照明器

具につける傘など）はほとんど

参加していないため、多くの研

究者が白色の反射板等を用いる

など、独自の取り組みに限られ

ていることから、今後、照明器

具メーカー等の参入により、効

率的な光収束が提案されること

で、新たな展開可能性が広がる

ことが期待される。 
・店産店消等が拡がることで「見

せる」照明の利用も考えられる。 

・最近建設するケースでは、補光

用の照明装置を設置しないケー

スが多い。 
・市場的には、豪雪地帯など、冬

期雪に覆われるなど、補光が必

要な地域が中心 
・既設企業に成長促進として補光

を売り込む事も可能 
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 完全人工光型 太陽光利用型 

空調 

・低コスト、高効率のシステムが

求められる。年間安定した環境

を維持し、植物の呼吸を促進す

ることが重要 
・施設規模によっては、施設内で

温度や湿度のムラが生じないよ

うにするため、施設内対流を含

めたきめ細かなシミュレーショ

ンが必要であり、中小企業の参

入は厳しい面がある 

・通常は、屋外への換気や遮光と

セットになるため、施設メーカ

ーとの連携が必要になる可能性

がある。通常は販売戦略上冬期

生産を重視するため、加温が中

心になるが、今後は、夏場の温

度管理も重要になるとみられ

る。 
・通常のボイラーや電機の他、温

熱・地熱や雪室など自然由来エ

ネルギーの利用可能性も想定さ

れる。加温装置については、バ

イオマスや木質チップ等環境対

策も重要な視点である。 

水・養液管理 

・効果的、効率的な水循環と、植物体が効率的に吸収するための仕組み

づくり、さらには、万一の場合（植物の病気やカビ等）には、病気媒

介の可能性や、病気になった株を除去するなどの場合の、影響を想定

して、複数配管で複数系統セットすることがある。 
・配管関連のほか、ポンプやナノバブル装置など、植物生長促進のため

の特殊機器市場も広く、個別の機器販売での市場開拓も多い。 
・しかし、水管理関係の部品市場は競争が激しく、既存部品メーカーも

多いことから、一般農家への無償提供による実験再現や、農家出演の

ＰＲＣＭ等も打たれるなど、同分野の中でも、特に競争が厳しい分野

である。 

種苗 

・基本的に葉菜類中心となるが、

植物高生長を早め、味覚、栄養

素等で完全人工光型の水耕栽培

に適した品種開発が求められ

る。 
・基本的に国内市場は狭隘である

ため、新規開発投資が止まる傾

向にあるが、今後市場が拡大す

れば、種苗メーカーでも独自品

種の開発、あるいは輸入種苗の

品種増大などの対応策が行われ

ることが期待される。 

・レタス類のほか、ハーブ、トマ

ト、イチゴ、メロン、パプリカ

など様々な品種が存在するが、

基本的には輸入品か、一般品種

の応用が中心である。 
・本来であれば、植物工場に適し

た品種開発が求められるが、今

後の植物工場生産市場の拡大に

よって、独自品種の開発可能性

も高まる。 

その他生産管理 

・植物の生長を管理するセンサーや監視システム等が考えられる。なお

これらのシステムは、愛媛大学や千葉大学、日本施設園芸協会等でも

研究が進められているため、これらとの連携が求められる。 
・施設内の病害虫除去や駆除、発生を最小限に食い止めるための危機や

仕組みなど、病害虫対策のシステム等の開発が求められる。これらで

は、機器等により機械的に防除する機械的方法、化学物質による防除

や駆除などの化学的方法、より害虫等が好む植物を繁殖させること

で、商品として出荷する植物への寄生を防除する植物学的方法など、

様々な方法が考えられる。 
・播種、定植、収穫等を効率的、衛生的、効果的に行うための器具開発

などが考えられる。 
・障がい者や高齢者のための設備、安全対策等の商品開発が考えられる。 
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以上のように、各分野でのまだまだ必要とされる部分はあるが、基本的に独自に展開す

るのではなく、産学のコンソーシアムに参画したり、企業連携に参画するなど、多くの仲

間となる企業と協力することで、より商品化を早めることが重要である。 

植物工場の場合、既に存在する科学技術の応用という側面があり、技術そのものは他分

野では既に存在・定着しているケースもある。それを植物生長のために利用する時点で、

厳しい環境下での応用（高湿度など）などがあるため、積極的に研究開発チームに参画し

ていくことが重要である。 

また、障がい者や高齢者などの作業し易さの追求など、植物工場システムの運営方法に

関わる技術開発の部分もあり、このあたりは、植物工場ビジネス展開を想定している事業

者等との意見交換の中で、新たな技術ニーズが生まれてくる可能性がある。 

そのため、単に、メーカーだけでなく、植物工場を事業化したい事業者との交流や、既

に事業化している事業者との交流なども重要である。 
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４．県内企業の部材製造分野等への参入に向けた課題 

 

以上を踏まえて考えると、今後の参入に向けた課題として、以下の点が挙げられる。な

お、これらの課題については、今後の検証等を踏まえて、さらに検討を行うべきである。 

 

第一に、ビジネスとして持続可能な栽培システムの構築が必要である。本県の場合は、

先行事業者との連携をはかり、横浜のグランパ、岩手の住田野菜工房等と連携協力するこ

とで、既存の販路ネットワークを活用しつつ、栽培面での指導を受けることが可能になる。

特にこれら販路確保や技術習得のために、自ら新たにネットワークを構築するには、人材

確保が難点となっており、システムや、営業分野では、既存事業者との連携により、早く

キャッチアップすることが必要である。また、設備だけでなく、システムとしての販売力

を身につけることで、自立した事業としての確立を早めることが期待される。 

 

 第二に、FC化など、同一システムの販売モデルの構築が挙げられる。植物工場事業者に

ついては、大手企業とベンチャー系企業に大別される。一般的に大手企業は販路開拓を含

めたＦＣ化には従来まで消極的であった。むしろベンチャー系企業は、自社だけではビジ

ネスモデルとしてのスケールが小さく、大きな取引を実現することができないため、ＦＣ

化等により、多くのオーダーに対応する仕組みづくりが求められる。 

 また、設備面でも、オーダーメイドによる施設整備ではなく、一定基準のもとの規格品

化することで、設備費の低減を図ることが期待される。このように、脱オーダーメイドで

施設単価低減を実現すれば、企業として事業採算性はより低くすることができる。さらに、

フランチャイズにすることで、業務向けの大量受注に対応できる「仲間」づくりができ、

より多くのビジネスを展開できる。 

 

第三には、他地域との差別化要素の構築を図ることで、他県と異なる付加価値を獲得す

ることが必要である。特に新たな栽培品種の獲得や、電気代、人件費、設備費のいずれか

を低減する要素の開拓は、高付加価値化とコスト削減に貢献し、トータルの事業採算性工

場に寄与する。そのため、既存の研究を進めるとともに、コスト削減として、エネルギー

消費を含めた最先端の取り組みとの連携が求められる。 
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第３部 まとめ 

 

 以上をふまえて、今年度調査として、以下の視点に基づく、展開方向を整理した。 

今後は、より詳細に検討を進め、青森の植物工場ビジネスモデルを完成することが望ま

れる。 

特に植物工場は、単に野菜を生産販売するだけでなく、集客装置としての利用可能性も

あり、様々なビジネスモデルを描くことができる（下表参照）。 

 

●大規模経営型植物工場（50～100ha規模等）

●中小規模の地元対応型植物工場）

●カット野菜等食品加工場との併設型工場

ビジネスとしての植物工場

●エネルギープラントとの連携システム

●ハーブや薬草等多様な品種可能性
システム産業としての植物工場

●まちなか型植物工場の可能性

●雇用弱者を活かした植物工場システムの構築
地域づくりとしての植物工場

展開方向性視点

●大規模経営型植物工場（50～100ha規模等）

●中小規模の地元対応型植物工場）

●カット野菜等食品加工場との併設型工場

ビジネスとしての植物工場

●エネルギープラントとの連携システム

●ハーブや薬草等多様な品種可能性
システム産業としての植物工場

●まちなか型植物工場の可能性

●雇用弱者を活かした植物工場システムの構築
地域づくりとしての植物工場

展開方向性視点

 

 

一方で、そこに利用されている技術は、既存技術の応用という面もあり、技術的には存

在するものでも、実際のコストや利用可能性等を見ると、現実の施設に設置することがで

きるのか不明なものがある。その意味では、既存のメーカーの中にも、「自社の技術が利用

可能だと思うが、実際にどのようにして利用できるのか、あるいは売り込めば良いのか解

らない」という企業も多い筈である。 

実際に、植物工場事業の市場は、まだまだ発展途上であり、事業採算的にも、どこまで

を見て採算性があると判断するのか解らない点も多い。その意味では、自社単独で市場開

拓するのではなく、植物工場システムとして、幾つかのモデルイメージを持ちながら、一

つのシステムを構築し、事業採算性のラインのシミュレーションとともに、広く販売でき

るような、産学連携した取り組み組織による運営が行われることが望まれる。 

今後、青森における研究開発が進み、青森県内外の企業が参画して、本報告で示した幾

つかの方向性を参考に、事業モデル或いは機器システムの開発、事業化が進むことが望ま

れる。 

 


