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Ⅰ.

はじめに
JAS については、
「成長戦略フォローアップ」
（令和元年 6 月 21 日閣議決定）に
おいて、農林水産業の競争力強化、輸出促進に向けて戦略的活用を推進すべき規格・
認証施策として位置づけられている。このため、我が国の強みをアピールできる規
格が戦略的に制定・活用されるよう、①食品産業が抱える課題の解決のためにルー
ル形成・標準化が有効な分野の分析・整理 ②現場において創意工夫に取り組む事業
者・団体等の発意・発案による JAS や国際規格の制定等に向けた規格素案の作成等
③国際規格化に向けた人材育成、登録認証機関等の能力向上を図るための研修会等
の開催を行うことを目的として本事業を実施することとしている。
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Ⅱ.
1.

ルール形成・標準化が有効な分野の分析・整理等
調査の進め方

JAS を定める「日本農林規格等に関する法律」の第一条に定める法目的は、
「農林水産
業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的とす
る。
」としているように、当該産業の健全な発展と保護に目的がある 1。
同じように関係する産業の保護と発展を目的とする法律には、特許法と関連する産業財
産権法（広い意味での知的財産法）もある 2。
上記の二法は同じ産業振興を目的としながら、一方は技術等の保護、もう一方は標準化に
よる技術の広い採用を図るものであるが、前者は技術の先進的なものを扱い、一般に開発段
階あるいは実用段階直前にあるもの、後者は技術が一般に採用されだして成熟段階にある
ものを扱う場合が多い。
その意味で、上記の前者については、当該関係分野における、技術開発の動向の調査をす
ることが多く、その後に、後者のような制度を活用した標準化をして、市場の囲い込みを図
る等の動きになる場合が一般的である。
上記のような状況を踏まえ、今回のルール形成・標準化が有効な分野の分析をする上で、
特許の出願状況等の調査を基に、一定期間を経て標準化の可能性が出てくる技術分野を分
析し、状況の整理をする手順を用い、今後標準化を検討する可能性があるテーマについて選
定した。
1.1 調査フロー
海外を含めた官民による戦略的なルール形成・標準化の推進に資するよう、必要な情報の
収集・分析・整理を行う。具体的には、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標。2015 年９月国連
サミット採択）のゴール・ターゲットや、COVID19 禍における「ニューノーマル」に対応
可能性を考慮し、ルール形成・標準化の活用が有効と考えられる分野を特許出願状況等から
特定し、考え得る標準化の方向性を探り、標準化に有望な分野の技術について提案した。
1.2 テーマの選定
1.2.1 調査対象テーマ選定の視点
我が国の強みをアピールできる規格の戦略的制定を出口として、食品産業が抱える課題

1

日本農林規格等に関する法律

2

例えば特許法、実用新案法
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の解決のためにルール形成・標準化が有効な分野の分析・整理を行うに当たり、
「我が国に
強みがある分野」と「我が国が先進性を持っていて優位性を持ちうる分野」の特定について、
特許庁の「特許出願技術動向調査」にまず着目して調査し分析を行った。
特許庁では、市場創出に関する技術分野、国の政策として推進すべき技術分野を中心に、
今後の進展が予想される技術テーマを選定し、特許出願技術動向調査を実施しており、同調
査は、特許情報にもとづき、我が国産業が優位にある分野、あるいは我が国が劣位にある分
野等について分析を行うものであるが、ここに項目として優位であるとの記載のある分野
は、換言すれば「我が国に強みがある分野」であり、
「我が国が先進性を持っていて優位性
を持ちうる分野」であり、当該分野に確たる標準が存在しないとすればそれが即ちルール形
成・標準化が有望な分野であると言うことができる。
仮説立案
With/after コロナを見据えての食品産業の在り方を視野に

文献等調査
一般情報及び関連特許出願件数等の情報等を考慮

分野・テーマの選定
文献調査等を基に標準化（JAS 化）を通じて強みを発揮できる候補の選定

現地調査、関係者ヒアリング実施

図 1 調査フロー
考察
関連規格がある場合はリスティング及びマッピング、
期待される標準化内容の提案
図 1 調査フロー
3

至近の食品産業に関する調査対象技術を表 1 に示す。
表 1 特許出願技術動向調査における食品産業に関連する技術 3
年度
調査内容
要素
標準化の必
概要
要性判定
平成 25 年度 3D プリンター 製造
〇
対象に食品含まれるが、取り立
てて本分野での優位性は描かれ
ていない。NASA、3D システム
ズなど、米国の取組みが先行。
平成 26 年度 農業関連技術
生産
〇
「植物工場」としてファインバ
ブルや発光ダイオード（Light
Emitting Diode：LED）を活用し
た生育促進技術等が挙げられて
いる。
収穫・脱穀機
生産
〇
「中国市場がターゲットである
（JAS とし が、未だ十分なシェアを確保す
ては×）
るに至っていない。」旨記載あ
り。
平成 28 年度 施設園芸農業
生産
〇
「農業人口の減少、食料自給率
の向上への対応となるほか、近
隣諸国への輸出につながるとと
もに、多くのハイテク関連企業
を抱える日本にとっては、施設
園芸農業のシステムそのものが
新たなビジネスにつながる可能
性を秘めている。」旨記載あり。

ファインバブル
技術

生産

〇

平成 29 年度

食品用紙器

保存

〇

平成 30 年度

ハイバリアフィ
ルム

保存

〇

3 特許庁「特許出願技術動向調査報告書」より作成
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「今後、国際標準化が整備され
技術データベースの共通化が進
み、また、計測技術等の著しい進
歩により今まで未解明であった
機構などの科学的解明が進み技
術開発が大きく前進して産業
化が加速されるものと期待され
ている。」旨記載あり。
「食品ロスに対する解決方法の
一つとして包装の役割がますま
す重要になってきている。
」旨記
載あり。
「ハイバリアフィルムを食品な
どの包装材として用いること

年度

調査内容

要素

標準化の必
要性判定

令和元年度

3D プリンター

製造

〇

令和 2 年度

スマート農業

生産

―

概要
で、食品の長期保存が可能
になり、食品ロスの削減につな
がる上、封入時の風味や食感の
保持にもつながる。」旨記載あ
り。
対象に食品含まれるが、取り立
てて本分野での優位性は描かれ
ていない。
調査中のため、内容不明

上記より、我が国に強みある分野として、
「生産」、
「製造」、
「保存」の 3 つの技術要素を
挙げることができる。
この要素を基に、有識者の助言を得、各種文献・既往統計情報等を調査し、さらに SDGs
のゴール・ターゲットとの適合性、COVID19 への対応可能性、令和元年度調査（新たな種
類の JAS 規格調査委託事業）及び海外展開の可能性及び JAS としての対象適正を加味する
と以下のとおりとなった。
表 2 テーマ選定
要素

想定される

標準化の

SDGs へ

COVID19

海外展

JAS として

対象

必要性

の適合

対応可能性

開の

の適性

備考

可能性
製造

3D プリント

〇

2

〇

△

△

食品

NASA 、 3D
システムズ
など、米国の
取組みが先
行。

細胞農業

〇

2

〇

〇

〇

（培養肉）

農業ベンチ
ャーの活動
が活発

生産

植物工場

〇

9

〇

〇

〇

JAS あり

農業機器

〇

－

×

△

×

機器が対象
JAS 対 象 で
はない

スマート農

〇

9

〇

〇

△

JIS と重複す

〇

―

△

〇

△

JIS について

業
ファインバ

る部分あり

ブル活用農

は整備が進

業

みつつある。

ファインバ

〇

ブル活用漁

前年度調査

業

済み
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要素

想定される

標準化の

SDGs へ

COVID19

対象

必要性

の適合

対応可能性

海外展

JAS として

開の

の適性

備考

可能性
ファインバ

〇

ブル入食品
持続可能な

〇

15

〇

△

〇

UTZ 認 証 、
SAN な ど 海

農業

外の規格・認
証が先行
保存

食品用紙器・ 〇

―

〇

△

×

JAS 対 象 で

ハイバリア

はない

フィルム

ハイバリア
フィルムの
需要は日本
が大きく、海
外はさほど
高くない現
状

冷凍保存

〇

14

〇

〇

〇

15

冷凍食品に
関しては過
去に JAS あ
り

コーティン

〇

15

△

グ技術

△

△

海外に優位
性あり
Apeel
Sciences 社、
Hazel
Technologie
s 社 の 1MCP など

注）表中の「SDGs への適合」の欄にある【SDGs の番号】
2：飢餓をゼロに
9：産業と技術革新の基盤をつくろう
14：海の豊かさを守ろう
15：陸の豊さも守ろう

1.2.2 選定
以上の考察を基に、ルール形成・標準化が有効な分野、かつ、国際標準化につながる可能
性があるテーマとして、製造、生産、保存の 3 分野から下記 4 件を選定し、それぞれにつ
いて調査を実施した。
① 植物工場（水耕栽培）
② 細胞農業
6

③ 食品冷凍技術
④ 持続可能な農業

7

2．調査結果
2.1 植物工場（水耕栽培）
2.1.1 植物工場の概要
特許庁の平成 28 年度特許出願動向調査報告書（概要）では、
「施設園芸農業」に関する
我が国の技術（システム）には、近隣諸国等への輸出等により、新たなビジネスに繋がる可
能性が示されている。
後述のとおり、
「施設園芸農業」はいわゆるビニールハウスによる栽培から、人工光型の
植物工場までを対象とした用語であるが、特定非営利活動法人植物工場研究会へのヒアリ
ングでも、人工光型の植物工場の技術は我が国の先進性があることが示されたことから、こ
こでは人工光型の植物工場を対象とする（図 1）
。

図 1 植物工場の種類（一般社団法人日本植物工場産業協会 HP より）
現状国内に 200 前後（表１）の工場があり、日本では主に業務用野菜（レタスなど）が
作られている。業務用野菜は微生物管理に厳しく、衛生管理が必要である。畑の野菜が要求
を満たすには 3 回洗浄（水、次亜塩素酸、水）する必要がある 4ところ、近年ではそれを下
回るコストでの栽培が可能となっている。

4 有識者へのヒアリングより

8

表１ 施設数の推移 5

一方、海外では、現在食料自給率が 10%未満の状況であるシンガポールで、国家安全保
障上の理由から、2030 年までに 30%とすることを国家目標（30-by-30 Vision） 6とし、
その一環として人工光型植物工場の導入を進めている 7。
（水の問題がある中近東では「節
水型植物生産」を大きなテーマとしているが、ここに人工光型植物工場は合致している 8。
人工光型植物工場は、ガラス窓などが無い、完全断熱の室内でランプをつけ、冷房をかけ
ることで結露ができ、その水を灌水用として利用する仕組みである。
（植物から発生する水
も含め、水循環で節水率 95%と高く、水が少なくても運用できる仕組みである。
）
レタスで言えば、畑と植物工場とで同じ面積では生産量に 100 倍近い違いが出る 9。しか
しながら、人工光型植物工場には空調コストがかかるデメリットもある。また、光合成が促
進されるように CO2 濃度を一定にするために室内を換気せずに管理する必要がある。その
5

平成 31 年度 次世代施設園芸地域展開促進事業事業報告書 （別冊１）大規模施設園芸・植物工場実態調
査・事例調査より抜粋

6 MASTER PLAN EXERCISE TO TRANSFORM LIM CHU KANG INTO A HIGHTECH AGRI-FOOD CLUSTER

Master planning public infrastructure and building shared facilities to uplift the agrifood sector, boost food
production and create good green jobs for Singaporeans, Issued by the Singapore Food Agency 2 October
2020

7 http://innoplex.org/archives/36245
8 有識者へのヒアリングより

9 人工光型植物工場の可能性 古在豊樹 NPO 植物工場研究会

9

（農業電化 66 巻 4 号）

ため、虫、菌の管理が最も重要な要素となり、一度虫が発生すると最低 2 か月間は工場停
止をしなければならないリスクがある 10。
2.1.2

JAS0012 と植物工場認証の現状

植物工場に関する規格としては、既に一般社団法人日本植物産業工場協会 JAS0012（人
工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理）がある。（植物工場関連規格については、
表 2 参照）
当該規格は、外食・中食産業からの要望を背景に、大規模化し、ビジネスが活発化してい
る植物工場について、各種項目の統一がなされていない課題を解決することを目的に、植物
工場事業者を評価する仕組みとして作成された。つまり、B to B の商取引の活性化を目指
して作成されたものであり、第一ステップとして小売り、外食を含めて植物工場事業アピー
ルすることを目的としている。
当該規格に基づく認証も行われており、2021 年 2 月現在 2 社（パナソニック株式会社コ
ネクテッドソリューションズ社 アグリ事業 SBU、MIRAI 株式会社 柏の葉工場）が認証を
取得している。なお、当該第三者認証は SGS ジャパンが行っている。
表 2 植物工場関連規格
規格名称

備考

植物用 LED 照明器具特性表のガイドライン

一般社団法人日本植物工場産業協
会発行

LED 植物栽培空間の光環境測定ガイドライン

一般社団法人日本植物工場産業協
会発行

安全衛生ガイドライン

ISO 22000 準拠
一般社団法人日本植物工場産業協
会発行

JAS0012 人工光型植物工場における葉菜類の栽培

JAS

環境管理
Production Standards for Terrestrial Plants in
Containers and Enclosures (Greenhouses)
(April 29, 2010)

Formal Recommendation by the National
Organic Standards Board (NOSB) to the
National Organic Program (NOP)、

シンガポール拠点

JAS0012 による認証のほかに、国内では特定非営利活動法人イー・ビーイングが主催す
10 有識者へのヒアリングより
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る TPAC（Third Party Accreditation Committee）が別の角度から認証を行っている。
TPAC-PPS（Third Party Accreditation Committee on Produ and Product System：生
産物及び生産システム第三者評価委員会）では、生産物（野菜）の安全・安心評価とメリッ
ト評価を行っており、産物へ TPAC マークも付与できる。なお、2021 年 2 月現在認証企業
は 2 社（株式会社ダスキン、徳寿工業株式会社）である 11。
なお前表 2 の最後のシンガポールの基準は、温室のコンテナ内で行う方法を適用範囲と
しているので、米国 欧州等の植物工場の範疇には、入らないと思われるので、参考に留め
ておくべきである（コンテナの使用はハーブ等一部に欧米では限られている）。
2.1.3 植物工場を取り巻く標準化の課題
「施設園芸農業」はいわゆるビニールハウスによる栽培から、人工光型の植物工場までを
対象とした用語である。特許庁の平成 28 年度特許出願動向調査報告書（概要）にもあると
おり、本分野はオランダを中心に発展し、1990 年代以降に急速に拡大をしているが、当初
オランダが主流としていたのはあくまで「太陽光型」
（オランダ視点では「温室」
）の農業で
あり、人工光型の植物工場を指していなかった（現在では人工光型にシフトしつつある）。
また、農林水産省が言う「植物工場」にもビニールハウス栽培が含まれるが、国際的には人
工光型のものが「植物工場（plant factory）」と認識されている状況がある 12。
（2010 年以
降、
「垂直農業（vertical farming）
」の語が浸透している 13。本来垂直農業は、植物だけで
なく、動物も対象とした循環型システムを指しているが、現在では人工光型植物工場がイメ
ージされることが多くなってきている。
）
我が国が強みを持ち、前述のオランダ等に比してはるかに先行しているのは、この「垂直
農業」＝人工光型の植物工場における技術である。
前記のとおり植物工場に関しては JAS0012（人工光型植物工場における葉菜類の栽培環
境管理）が制定されているものの、認証についても未だ途上にあり、後述のとおり、国内及
び海外への認知をさらに広げるためには標準化の対象を広げる必要もある。
有識者へのヒアリングから得られた同規格を含む、背景にある標準化の課題は以下のと
おりである。

11 http://www.tpac.jp/html/products/list.php
12 有識者へのヒアリングより
13 有識者へのヒアリングより
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①業界的に標準制定に関して衝突が起きやすい構造があること。
②植物工場に関する用語の混乱があること。
③日本に強みのある人工光型の植物工場における技術（特に栽培方法）は、現状農業従事
者の「暗黙知」によるところが大きいこと。
④植物工場及びその産物への認知を広げるには、最終的に産物の機能性など、
「モノ」に
関する規格が必要となること。
①については、JAS に限らず、植物工場業界では標準が望まれているが、事業者には中小
~大企業が混在（図 2 参照）しており、新規規格制定に当たっては事業者同士の衝突が起き
やすく、調整が難しい状況がある。標準としては衛生基準などが望まれる（例えば、植物工
場で O-157 のような事案が発生すると、業界全体が壊滅的な状況になることが予想される
ため。
）
。

図２ 植物工場 各社のタイプ別の経営状況 14
②については、東日本大震災の復興に当たり、温室を補助金の対象とするために、温室を
「太陽光型植物工場」として含めた経緯がある。もちろん、通常の温室ではなく、高度な環
境制御を行っているものであるが、それまで植物工場は人工光を前提していたところ、用語
の定義の理解に若干の混乱が生じている状況がある。なお、中国、韓国、台湾もこれに倣っ
14

平成 30 年度 次世代施設園芸地域展開促進事業 事業報告書 （別冊１）大規模施設園芸・植物工場 実
態調査・事例調査 平成 31 年 3 月 一般社団法人日本施設園芸協会をまとめた
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て植物工場を「太陽光型植物工場」と「人工光型植物工場」に 2 分している 15。
③については、日本の植物工場が技術として優れている理由として、需要家ごとのニーズ
に応えられる点が挙げられる。前記のとおり日本では業務用野菜の生産が主流であるが、こ
れは需要家側（スーパー、コンビニエンスストア等）の基準がそれぞれに異なる状況があり、
ここに対応するために必然的に管理等の技術が向上している背景がある。しかしながら、こ
れを支えているのは標準を始めとしたシステム的な要素はなく、農業従事者の「勘・ノウハ
ウ」である。
⑤については、JAS0012 では栽培環境の管理、事業者の管理能力を評価することはでき
るが、産物の海外への輸出を考えた際には、例えば、「洗わなくても食べられる野菜」の規
格など、産物に関する規格が必要となってくる。しかし、③で挙げたとおり、同じ品種でも、
その種類（同じレタスでも、違う種類の種）毎に育ち方が異なり（例えば、発芽時期が違う
等）さらには栽培システムが同じでも面積が異なると生育にも差が出る（栽培面積の広さで
空気の流れが変わるため）など、成長のバラツキ、環境の違いの制御が産物規格化の際の大
きな課題となる 16。
以上、植物工場には標準化における課題も散見されるが、これは裏をかえせば標準化の余
地が残されているということでもある。
ヒアリング先の特定非営利活動法人植物工場研究会では海外からのセミナー受講者も多
く、相談の中には標準（衛生規格、環境規格）策定に関するものも多いとのことであった。
また、3 年程前より投資家が植物工場に数百億円規模の投資をし始めており（1,000 億規
模はアメリカと中国のみ）
、標準の策定にはこの投資家の思惑が大きく影響することが想定
される。投資家が軒並み海外（企業）であることを考えると、我が国に不利益となる標準が
策定される恐れもある。また、将来的なサプライチェーンにおいて、相互融通性がないこと
は産業振興の上でも大きな障害となるので、国内外の規格に大きな齟齬が生じないような
標準化活動が必須である。
今後は我が国の先行優位を活かすべく、関連標準の早急な策定が望まれる。
2.1.4 期待される標準化の方向性
本調査から期待される標準化のテーマの可能性があるものについて以下論じる。
前述のとおり植物工場は太陽光と人工光を採用するものがあり、更には太陽光・人工光の

15 有識者へのヒアリングより
16 有識者へのヒアリングより
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両方を採用するものがある。また、植物工場は広義にはハウス栽培を含むときもある。
全体としては、更には水耕栽培の別があり、論理的には土壌栽培があり、これには有機
栽培有無の別もある。
ここで、標準化され規格を作る目的を考えれば、一義的には以下のような大きな目的とそ
の目的に沿った標準化の方向性があると考えられる（図 3 参照）
。

図３ 栽培方法等による分類 17
① 栽培の水準を維持し、その内容評価を明らかにするために、規格化を図る。図 3
の要素それぞれの標準化可能な項目を網羅的に拾い出せば例えば、下記の様にな
る。
（1） 植物工場の構造上の標準化
（2） 植物工場の温度管理、CO2 管理の装置、方法の標準化
（3） 太陽光採光の照度や、時間の管理方法の標準化
（4） 人工光の光源（LED 等）の標準化（スペクトラムの測定方法、評価方法、特
定のスペクトラムの検出監視方法、波長制御方法 18）
（5） 太陽光・人工光との併用の場合の、使用方法有機栽培の場合の有機栽培規格
19

採用での上記の基準の使用方法

（6） 水耕栽培の上記の各条件下での標準採用方法

17 植物工場の現況と今後の方向性 2020年4月 株式会社 三井住友銀行 コーポレート・アドバイザリー本部 企業調査

部よりの抜粋に加筆をした。

18 植物工場生産の高効率化と高付加価値化のための生物学的およびシステム工学的アプローチ、秋田求、鈴木高広、

Mem.Faculity B.O.S.T. Kinki University No26-37(2010)、また、一般社団法人日本植物工場産業協会発行のガイド
ラインなど
19

JAS0012 人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理

14

なお、有機栽培を水耕栽培に含めるかどうかについては、従来より盛んな議論がさ
れていたが、
「全米有機認証基準委員会」(National Organic Standards Board:
NOSB)において、一部の例外を除いて露地栽培以外は有機栽培とは認めないこと
に決した 20。
（欧州での一般的な基準、シンガポール規格 SS 632 も同様の基準を
採用しているので、水耕栽培に有機栽培基準は適用しない前提となる。）
② 図 4 は農業生産品が出荷後、消費者までに、各種業、販売取次などを経る典型的
な経路を示したものであるが、これらの経路を経る上で、植物工場の産品をどの
様に扱うかにも標準化の要素が含まれているものと思われる。
例えば、
① 全体の工程においての 農産物の工程管理記録の作成方法、表示方法。
② 加工業、食品製造業（二次加工, 最終加工）の内容等の表示方法。
③ 生産根拠基準（規格）、各試験評価基準の明示。
④ 保存等の管理基準の時間的な決定方法と表示方法。
等が考えられる。

図４ 典型的な農業産品等の消費者に至るまでの流通状況 21。
20 NOSB Meeting. November 16-18, 2016. Proposals and Discussion Documents. p.137-155.など
21

野菜の生産振興の動向と課題 平成３０年３月 農林水産省
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以上を踏まえ、植物工場に関して、今後標準化が可能と思われる事項について表 3 のと
おり抽出を行った。
表３ 植物工場に関して、今後標準化が可能と思われる事項
標準化の内容
① 人 工光型植 物工場 に
お ける葉菜 類の成 長
促進試験方法(案)
② 人 工光型植 物工場 に
お ける溶液 栽培装 置
の安全基準(案)
③ 人 工光型植 物工場 に
お ける葉菜 類の出 荷
基準(案) 人工光型植
物工場における
④ 人 工光型植 物工場 に
おける CO2 濃度管理
方法、工場内栽培面の
空気流動測定
⑤ 人 工光型植 物工場 に
おける湿度管理方法
⑥ 人 工光型植 物工場 に
おける温度管理方法
⑦ 人 工光型植 物工場 に
お ける培養 液管理 方
法（溶存酸素測定、培
養液養分管理方法）

概要
植物工場の性能評価
として活用(原理、試
験装置、試料、試験
環境条件、試験手順、
試験結果の表し方、
試験報告書)

⑧ 人 工光型植 物工場 栽
培 の葉菜類 におけ る
機能性評価方法

機能性を付加した野
菜の評価方法

国内外のサプライチェーンに当
該工場で栽培した農産物を載せ
るためには、国内外に共通の（共
通の度合いがキーポイント）規
格による、農産物を流通させる
ことが肝要である。

⑨ 植 物工場に 関する 用 国内、海外で解釈に
語規格
ばらつきのある用語
について規定

22
23
24

備考
植物工場の設置環境の幅が広い
（極寒冷地域から砂漠地域ま
で）ため、統一的な規格を作るこ
とが難しいが、工業に近くなっ
てきている。衛生規格や環境規
格は食品工場レベルのものが求
められる。

https://www.fujitsu.com/jp/group/fho/kireiyasai/lettuce/
https://www.kagome.co.jp/products/engei/list/lycopene/
https://nasuconsortium.wixsite.com/eggplant-consortium

16

・富士通（低カリウムレタス）22
植物工場の産物に限らず、
・カゴメ（高リコピントマト）23
・機能性野菜ナスコンソーシア
ム準備委員会（茄子） 24
など、機能性をアピールした野
菜のニーズは高まっている。
国際的な認識と整合をさせる意
味でも、日本が先行して標準化
をリードすることに意味はあ
る。

標準化の内容
⑩ 植 物工場に 関する 差
生産性の計測方法

概要
生産性を表現するた
めの式を規定
電気生産性、労働時
間生産性、面積置換
生産性について定め
ている。

備考
特定非営利活動法人植物工場研
究会の生産性向上調査研究委員
会にて検討済み 25。

25 「人工光型植物工場に関する生産性指標の種類、定義、計算式及び注釈」

古在豊樹・浦勇和也・甲斐剛・林絵里（月刊誌「農業及び園芸」2019 年 8 月号）
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