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(57)【要約】
　本発明は、成熟するまで好適な生育条件下にて密閉容
器中で野菜、キノコまたはハーブを栽培し、成熟野菜、
キノコ類またはハーブを含む容器を小売業者へ輸送する
工程を含む、消費者がすぐに調理・消費できる野菜、キ
ノコまたはハーブを生産する方法に関する。成熟するま
での野菜、キノコまたはハーブの栽培は、好適には小売
業者またはその近くで行われる。本発明はさらに、該方
法を実行するためのセットおよび成熟した野菜、キノコ
またはハーブを含む容器に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　消費者がすぐに調理・消費できる野菜、キノコまたはハーブを生産する方法であって、
　ａ）密閉容器中好適な生育条件下で野菜、キノコまたはハーブを成熟するまで栽培し、
そして
　ｂ）成熟した野菜、キノコまたはハーブを含む該容器を小売業者へ輸送する
工程を含む、方法。
【請求項２】
　野菜、キノコまたはハーブの栽培を、小売業者またはその近くで成熟するまで行う、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　容器が、透過性膜で密閉されている、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　膜が、酸素(Ｏ２)および二酸化炭素(ＣＯ２)を透過させるが、好ましくはウイルス、細
菌、菌類、原生生物または昆虫のような汚染物質および病原体を透過させない、請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　野菜、キノコまたはハーブを栽培する前に、該野菜またはハーブの種子、発芽種子、苗
木もしくは小植物体、またはキノコの菌糸体を、容器中の基板上もしくは基板内に置き、
該容器を密閉する、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　野菜が、葉野菜、特にレタス、特にリーフレタス、結球レタスまたはベビーリーフレタ
ス、エンダイブ、ルッコラ、ラム・レタス、コーン・サラダ、ニラ、リーフビート、ほう
れん草、ラディッシュ、芽野菜、特に、クレス、ビート・スプラウト、アルファルファ、
ブロッコリー・スプラウト、もやし、フェンネル・スプラウト、キャベツ・スプラウト、
ガーリック・スプラウト、リーク・スプラウト、豆苗・スプラウト、ヒヨコマメ・スプラ
ウトであるか、またはハーブが、チャイブ、パセリ、バジル、ディルウィード、コリアン
ダー、シラントロ、ミント、オレガノ、ローズマリー、タイム、マジョラム、レモン・バ
ームから選択される、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　種子がシードマットまたはシードバンドの形態で提供される、請求項１から６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項８】
　基板が、野菜、キノコまたはハーブのための栄養を含む、請求項１から７のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項９】
　容器が、野菜、キノコまたはハーブに関する情報を有するラベルを付して提供される、
請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　容器、基板、播種材または植栽材および透過性膜を含む、消費者がすぐに調理・消費で
きる野菜、キノコまたはハーブを栽培するためのセット。
【請求項１１】
　容器のサイズおよび形状が、栽培される成熟した野菜またはハーブのサイズおよび形態
、またはキノコの量に対応している、請求項１０に記載のセット。
【請求項１２】
　膜が少なくとも部分的に自己付着する、請求項１０または１１に記載のセット。
【請求項１３】
　基板および種子が容器内に置かれ、該容器を膜で密閉し、そして該容器が、液体を導入
することを可能にする手段、特に弁手段を備える、請求項１０から１２のいずれか一項に
記載のセット。
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【請求項１４】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の方法により得られる野菜、キノコまたはハーブ
を含む容器。
【請求項１５】
　正方形のボックス、長方形のボックスまたはチューブである、請求項１４に記載の容器
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消費者がすぐに調理・消費できる野菜、キノコまたはハーブを生産する方法
に関する。本発明はまた、該方法を実施するための構成要素、および野菜、キノコまたは
ハーブを収めた容器を含む組合せに関する。
【背景技術】
【０００２】
　野菜、キノコおよびハーブは、伝統的に、温室内または露地において専門的な生産者に
よって生産されている。収穫後、農産物は小売業者へ輸送される必要がある。輸送コスト
は、最終消費者への価格に影響を与える。さらに、農産物は、それらが販売される前に貯
蔵される必要があることが多い。特定の農産物については、このために、特別な貯蔵施設
を必要とし得る。
【０００３】
　従って、コスト削減およびより新鮮な農産物の提供につながる、野菜、ハーブおよびキ
ノコの新規生産方法を提供することが、本発明の目的である。
【０００４】
　野菜のサプライチェーンは、消費者の要求を満たすのに直接的または間接的に関与する
業者を含む。野菜のサプライチェーンには、種子製造者（seed breeder）、種子供給者、
生産者、輸送者、倉庫業者、小売業者、消費者自身が含まれるが、これらに限定されない
。サプライチェーンにおけるいくつかの段階での効率を改善することにより、最終消費者
は、新鮮な農産物を入手できるだけでなく、サプライチェーンの種々の段階で発生するコ
ストを削減することができる。従って、野菜のサプライチェーンの効率を改善し、それに
よって野菜の生産コストを低減するための解決策を提供することもまた、本発明の目的で
ある。
【発明の概要】
【０００５】
　故に、本発明は、消費者がすぐに調理・消費できる野菜、キノコまたはハーブの生産方
法であって、
　ａ）密閉容器中好適な生育条件下で野菜、キノコまたはハーブを成熟するまで栽培し、
そして
　ｂ）成熟した野菜、キノコまたはハーブを含む該容器を小売業者へ輸送する
工程を含む、方法を提供する。
【０００６】
　好ましい態様において、野菜、キノコまたはハーブの栽培を、小売業者またはその近く
で成熟するまで行う。好適には、農産物は、小売業者の貯蔵室または地下室で栽培される
。こうして、輸送コストを削減する。さらに、農産物は、収穫からそれらの販売地点への
輸送の間に貯蔵される必要がなく、故に、より新鮮である。小売業者は、好適には、スー
パーマーケットであるが、他のタイプの業者も同様に想定され得る。
【０００７】
　本発明の方法が販売業者自体で実行される必要はない。農産物を地域の施設で栽培し、
その領域内の複数の販売業者に供給してもよく、それにより、輸送コスト削減の利益の一
部をなお享受することができる。
【０００８】
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　栽培施設は、適切な光強度および色調、具体的には、周知の同化調光を提供するように
設計された特殊な照明システムが設けられているのが好ましい。このようなシステムは、
特に野菜またはハーブの種類に適合させた明暗サイクルを可能にするように自動的に制御
され得る。
【０００９】
　野菜、キノコまたはハーブを栽培する前に、該野菜もしくはハーブの種子、またはキノ
コの胞子を、容器中の基板上もしくは基板内に置き、該容器を密閉する。あるいは、野菜
またはハーブの発芽種子、苗木または小植物体、またはキノコの菌糸を、密閉前に容器の
基板上もしくは基板内に置く。
【００１０】
　一態様において、基板は、本方法の一部として容器内に設置される。別の態様において
、容器は、既に基板を設置されている。さらなる態様において、種子、胞子、苗木、小植
物体または菌糸も含まれており、容器は既に密閉されている。
【００１１】
　発芽するためには、種子または胞子は、水または緩衝液のような液体と接触させる必要
がある。好適には、容器の密閉は、容器内に液体を導入した後に行われる。農産物が消費
される直前まで、容器は未開封のままであるため、成熟した農産物を得るために必要な全
ての栄養素および液体が、その密閉前に容器内に含まれているべきである。
【００１２】
　好適には、容器は、透過性の膜で密閉されている。膜は、酸素（Ｏ２）および二酸化炭
素（ＣＯ２）を透過するが、好ましくは、ウイルス、細菌、菌類、原生生物または昆虫な
どの汚染物質または病原体などに対しては不透過性である。故に、農産物は、汚染物質お
よび病原体のない環境で生育する。農産物への耐性要求は、温室または露地栽培の場合よ
りもはるかに低い。各農産物またはキノコは個々にパックされており、他の農産物によっ
て汚染され、またはそれを汚染することはない。小売業者は、このように低い生産コスト
の結果として、より費用対効果の優れた、より少ない耐性因子を含む種子を使用すること
が可能である。
【００１３】
　種子または胞子を播種後、または発芽種子、苗木、植物体または菌糸体を植えた後に、
容器は、農産物が販売され、消費者により初めて再開封されるまで、膜で密閉されている
。従って、農産物自体は、手で扱われることを必要とせず、高度に衛生的なままである。
【００１４】
　本発明の方法は、葉野菜、特に、レタス、エンダイブ(endive)、ルッコラ、ラム・レタ
ス、コーン・サラダ、ニラ、リーフビート、ほうれん草、ラディッシュに好適である。野
菜は、クレス、ビート・スプラウト、アルファルファ、ブロッコリー・スプラウト、もや
し、フェンネル・スプラウト、キャベツ・スプラウト、ガーリック・スプラウト、リーク
・スプラウト、豆苗・スプラウト、ヒヨコマメ・スプラウト、ラディッシュ・スプラウト
のような芽野菜でもあり得る。
【００１５】
　レタスは、例えば、リーフレタス、結球レタスまたはベビーリーフレタスである。ベビ
ーリーフレタスに関しては、異なるレタス種が、魅力的な混合野菜を得るために使用され
得る。一態様において、異なる種類の複数のレタス種子が、異なるリーフまたは結球レタ
スの混合野菜を得るために使用される。
【００１６】
　ハーブは、例えば、ニラ、パセリ、バジル、ディル、コリアンダー、シラントロ、ミン
ト、オレガノ、ローズマリー、タイム、マジョラム、レモン・バーム、タラゴン、セージ
から選択される。特定の態様において、混合ハーブが、例えばイタリア風ハーブミックス
またはフランス風ハーブミックスとして生産され得る。
【００１７】
　キノコの混合物は、異なる胞子を用いて生産され得る。この方法は、例えばポートベロ
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ーマッシュルームとして、一つの大きなマッシュルームを得るためにも使用され得る。
【００１８】
　特定の態様において、種子はシードマット、シードバンドまたは任意の他の形態で提供
され得る。これは、基板上にマットを設置する際に正確なシード間隔が自動的に得られる
ので、野菜またはハーブの混合野菜の生産に特に実用的である。
【００１９】
　基板は、野菜、キノコまたはハーブのための栄養素を適切に含む。故に、適切な量の栄
養素を含む、農産物の種類ごとに対応する基板が設計され得る。さらに、基板に追加され
る液体の栄養素を含むこともできる。基板および液体は共に、農産物またはキノコが成長
可能なゲルの形態を有していてもよい。
【００２０】
　容器は、好ましくは、野菜、キノコまたはハーブに関する情報を有するラベルを備えて
いる。情報は、例えば、野菜の名称、栄養含量、賞味期限および価格を含む。かかる販売
情報に加えて、レシピのような他の情報が、同様に含まれ得る。容器はまた、そのような
情報が含まれる紙製包装物と共に提供され得る。
【００２１】
　ラベルまたは包装は、容器を密閉する前または直後に適用され得る。あるいは、ラベル
または包装は、小売業者へ輸送される直前に適用され得る。ラベルまたは包装を適用する
とき、容器の上側が、容器への光の進入を妨げないように注意すべきである。
【００２２】
　さらに、本発明は、容器、基板、播種材または植栽材および透過性膜を含む、消費者が
すぐに調理・消費できる野菜、キノコまたはハーブを栽培するためのセットに関する。
【００２３】
　方法およびセットの両方に関して、容器の大きさおよび形は、好ましくは、栽培される
成熟した野菜またはハーブの大きさや形、またはキノコの量に対応している。容器はまた
、他の形態も同様に取り得る。
【００２４】
　好適には、密閉膜は、少なくとも部分的に、特に縁部で自己接着性である。故に、該膜
は、簡単にそれを容器の開口側に貼り付けて密閉し、剥がすことが可能である。
【００２５】
　セットの一態様において、基板および種子は、すでに容器内に配置され、容器がすでに
膜で密閉されている。この態様において、水分は、それが早過ぎる発芽につながる可能性
があるため、容器内に存在してはならない。そこで、液体を導入するために、容器は、液
体が容器内に入ることを可能にする手段を備えている。このような手段は、例えば、汚染
物質および病源体の侵入を防ぐバルブ手段である。
【００２６】
　本発明はさらに、本明細書に記載の方法によって得られる、野菜、キノコまたはハーブ
を含む容器に関する。容器は、好適には、農産物の形態に適合される。正方形のボックス
、長方形のボックスまたはチューブ、または他の形態とすることができる。
【００２７】
　本発明は、生産者の貢献がなくとも実行可能である。小売業者は、種子会社から直接種
子を購入することができる。野菜のサプライチェーン内の１ステップが、これにより必要
でなくなるため、小売業者は、明らかに低コストで、野菜、キノコおよびハーブを栽培す
ることができる。
【００２８】
　本発明はさらに、添付の図面に例示される。図面中、符号は、同一または対応する部分
を意味する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、基板および種子を、まだ開いている容器に入れる方法を示す。１Ａは、
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１個のレタスプラント用の正方形のボックスである。１Ｂは、ハーブ用のチューブである
。１Ｃは、ベビーリーフレタス用の長方形のボックスである。
【図２】図２は、図１に対応する、生育中の植物を含む密閉ボックスを示す。
【図３】図３は、複数のボックスを含む栽培器を示す。
【図４】図４は、図１に対応する、成熟した植物を含むボックスを示す。
【図５】図５は、ラベル付けされ、スーパーマーケットに陳列された時のボックスを示す
。
【実施例】
【００３０】
　図１Ａは、１つの種子３が置かれた基板２を含む正方形ボックス１を示す。図１Ｂにお
いて、チューブ４は、ニラの生育用に複数の種子５を含むことを示す。図１Ｃにおいて、
レタスの混合種子を含む種子マット６を、長方形の容器７内の基板２上に置く。
【００３１】
　播種後、水を容器１、４および７に入れ、その後、容器の上端の縁に透過性膜８を貼り
付けて、該容器を密閉する。その後、ボックス１、４および７を、生育させる農産物に適
する生育レジメンに付す。種子は発芽し、図２の小植物体９、１０および１１が現れる。
【００３２】
　図３は、結球レタスを、スーパーマーケットの地下において、透過性膜８で密閉されて
いる個々のボックス中で栽培する方法を示す。同化照明（assimilation lighting）１２
を、適切な光を植物に提供するために設置する。
【００３３】
　図４において、成熟した農産物を示す。ボックス１および７は、成熟結球レタス９およ
びベビーレタス植物体１１をそれぞれ含む。ニラの植物体１０がボックス４に示される。
【００３４】
　図５は、結球レタス９を密閉容器８中で生長させ、その後、ラベル１３を付して、スー
パーマーケットにおいてユニット１４にて提示または冷却されて提供される態様を示す。



(7) JP 2015-534463 A 2015.12.3

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 2015-534463 A 2015.12.3

【図５】



(9) JP 2015-534463 A 2015.12.3

10

20

30

40

【国際調査報告】



(10) JP 2015-534463 A 2015.12.3

10

20

30

40



(11) JP 2015-534463 A 2015.12.3

10

20

30

40



(12) JP 2015-534463 A 2015.12.3

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ａ０１Ｇ   31/00     ６１０　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ウィルヘルムス・ペトルス・アドリアヌス・ルーラント・フールマンス
            オランダ、エヌエル－４８７１カーエル・エッテン－ルール、ヘルベルヒールストラート３２番
(72)発明者  ジャネット・ディアナ・ファン・デル・ラーケン
            オランダ、エヌエル－２８２５アーイェー・ベルケンワウデ、ウエストエインデ３７番
(72)発明者  ミヒール・アントン・ズワーン
            オランダ、エヌエル－３１５５ヴェーエル・マースラント、スロート・デ・ハウフェラーン４３番
(72)発明者  マルク・アルフォンス・コンスタント・セリス
            ベルギー、ベー－２５００リール、アントウェルプセステーンウェッヒ２８４番
Ｆターム(参考) 2B011 EA06  FA02 
　　　　 　　  2B022 AA01  AB08  AB11  AB20  BB02 
　　　　 　　  2B051 AA01  AB01  CB02  CB04  CB32 
　　　　 　　  2B314 MA06  NA25  NB04  NB18  NB27  NC02  NC06  PD19  PD29  PD31 
　　　　 　　  2B327 NA03  NA10  NC05  NC08  NC40  NC51  ND01  ND10  VA06  VA18 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

