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このコーナーは真空技術が不可欠な分野、真空技術が使われる可能性のあるフィールドに足を運び、研究開発のポイント、そこで活躍する技術、
将来の発展性などをできるだけ分かりやすくお伝えしています。さて61回目のテーマは水でおいしい備蓄野菜をつくる「低温蒸気加熱減圧乾燥
加工法」。開発したベンチャーバンク（東京都渋谷区）を訪ねました。いざ、TECH・テク・TAKE。

常温でも長期保存可能なシャキシャキ野菜
　「水でおいしい備蓄野菜」
〜災害時のビタミン不足を解消〜

61

　東日本大震災では多くの人々が、長期間にわたる避難所生活
を余儀なくされた。避難所では乾パンやアルファ米など炭水化物
系の備蓄食が中心でどうしてもビタミン不足になり、体調を崩す
人も少なくなかった。福島県にボランティアに出かけたベンチャー
バンクの鷲見貴彦社長や社員たちは、こうした状況を目の当たり
にする。次々に新しい事業を起こすことを社是とする同社は、さっ
そく野菜のビタミンを損なわず、水で戻せば美味しく食べられる、
備蓄野菜の開発に取り組んだ。その結果、生まれたのが常温で3

年間保存可能な「水でおいしい備蓄野菜」である。製造には低温
蒸気加熱減圧乾燥加工法という真空技術が活躍している。東京
都渋谷区の同社を訪ね、開発の苦心などを聞いた。
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リゾート施設に建設中のヴィラ

牧草地帯に放牧された馬
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◆“美と健康”を基本にした様々な事業の集合体◆
Q　ベンチャーバンクとはどんな会社なのですか。

野口　社長の鷲見が1990年に創業したトータルアクセスカンパ

ニーが母体になっています。一口で言えば、既存のルールにとら

われない自由な発想を大事にして、常に新しいビジネスを生み

出す会社、日本一のビジネスを一つでも多く世に出すという理念

の基、今年も新しいビジネスがいくつも立ち上がっています。

Q　すると、事業内容は多岐にわたることになりますね。

野口　BtoC（最終消費者向け）のビジネス中心ですが、確かに多

種多様です。ただ、最近は“美と健康”を基本として、いろいろな

事業を立ち上げています。美と健康とは毛色が違うように見える

ビジネスもありますが、実は絡み合って、シナジーを生みながら前に

進んでいます。おかげさまで2012年3月決算では売上で100億

円を突破、社員数は500人を超え、アルバイトも約1000人います。

Q　新しいビジネスを立ち上げる際の基準みたいなものはあるの

ですか。

野口　判断基準は二つあります。一つは日本一になれるかどうか

ということ。もう一つは既存事業とのシナジーがあるかどうか、今

までに培ったノウハウが活かせるかどうかということです。日本一

になれるビジネスというのは、ほかでやっていなかったり、大きな

競合企業がいなかったりすることが多いですが、今から参入して

日本一になれると判断すれば、ゴーサインが出るのです。

Q　事業は一度始めると、引きにくいものですが、撤退も早いです

ね。

野口　そこが大事なポイントになります。だめなら潔く、ずるずる引き

ずって深みにはまる前に白黒をつけて、だめなものはだめで撤

退するわけです。

Q　設備投資は短期間で回収できないし、建物の賃貸契約など

もあるのではないですか。

野口　最近、撤退した事業もありますが、そういうところは何年間

やってうまくいかなければクローズしようという計画をきちんと立

てているのです。一般的にもったいないといわれるような資産が

あっても撤退するときは撤退しますね。

Q　自分で提案して始めた本人は引きにくいのではないですか。

決断は社長がするのですか。

野口　弊社の組織は文鎮型で、事業のトップは毎週、社長と直に

ミーティングをしています。手を挙げた人は引きにくいですが、最

終的に将来性がないと判断された場合は話し合いで「ここでや

めましょう」とノーがでることもあります。

Q　事業を売却したり買い取ったりすることはないのですか。

野口　現在はほぼありません。店舗も全部直営で、フランチャイズ

はありませんから、事業の買収や合併（M＆A）もほとんどありま

せん。継続か撤退のどちらかです。

石川　弊社は無借金経営で自分たちの身の丈の範囲でできる最

大のことにチャレンジします。新規事業のスポンサーはベンチャー

バンクです。ですから撤退も早いのです。どんなに損しても失敗

を肥やしにする。「ここがダメだったから失敗し、これだけ損をし

た。次は頑張りましょう」ときちんと全社で共有しています。

◆まんが喫茶、健康食品、ホットヨガが中心◆
Q　では、現在の主だったビジネスを教えてください。

野口　当社の売り上げ構成の3本柱は、一つが最初に始めた「ま

んが喫茶」、二つ目が養蜂堂ブランドの「美と健康」、もう一つが

「ホットヨガ」のスタジオ運営で、3事業で売上高の8〜9割を稼

いでいます。

Q　最初の事業はネットカフェではないのですか。

石川　まんが喫茶と同じです。時間帯で違いますが、1時間200

〜300円くらいで、漫画が置いてあり、パソコンもあり、インターネッ

トもできます。

野口　ネットカフェ、複合カフェとも呼ばれているまんが喫茶はもとも

と名古屋の貸し漫画屋から始まっているのです。名古屋はすご

く喫茶店が多く、岐阜出身の社長の鷲見が名古屋の喫茶店で

漫画本を貸しているのを見て、これはおもしろいというところから

今の形を考えました。現在は色々な企業様がネットカフェを運営

されていらっしゃいますが、弊社がネットカフェの草分けといえるで

しょう。

Q　まんが喫茶は何件くらい経営しているのですか。

野口　関東を中心に約50店舗です。

Q　二つ目の美と健康のビジネスは健康食品ですか。

野口　2002年に「養蜂堂」というロイヤルゼリーの通信販売を始め

ました。一時期、ロイヤルゼリーの効果効能が注目された時期が

あり、社長の鷲見が岐阜の実家でミツバチを飼ったりするほどハ

チの魅力に取りつかれ、そこから健康食品、サプリメントに参入し

ました。

石川　今はマカや青汁などいろいろな健康食品を通信販売してい

ます。また化粧品もラインアップしています。これらは店舗はなく、
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通信販売で直販しております。

Q　ホットヨガというのは普通のヨガと違うのですか。

石川　これも美と健康のカテゴリーで、室温35℃湿度60％の空間

でヨガをやることで、その温度帯が人にとって一番筋肉が伸びる

のです。お風呂もそうですが、温かいところですと、筋肉が自然

に伸び、可動域が広がって呼吸も非常に通りやすくなる。文字

どおり温かいところでやるからホットヨガ、汗びっしょりになります。

Q　ホットヨガのスタジオはどのくらいあるのですか。

石川　これは全国展開していて約80スタジオ。ほとんどが女性専

用スタジオです。

◆東京ドーム28個分のヘルスリゾート◆
Q　なんとなく業態がつかめた気がします。ほかに現在、力を入れ

ている新規事業はありますか。

野口　新しい事業が今年もいくつか立ち上がっていて、第2創業

期という位置づけで会社は動いています。その中でトピックス的

には、茨城県高萩市に東京ドーム28個分のリゾート施設を建設

しており、今秋にプレオープンの予定です。自然を生かしたヘル

スリゾートで、もともと当社のホットヨガや健康食品といった美と健

康のノウハウを凝縮した施設になります。

 　一昨年、ゴルフ場として造成した敷地を購入して、ゴルフ場は

1、2ホールを残してほぼつぶしてしまい、ちょっと練習ができるくら

いです。今は馬を11頭飼っていて牧草地帯を馬に乗って走る

ことができます。また野菜を収穫するなど自然と触れあうリゾート

です。

Q　広い敷地を馬で走れるのです

か。楽しそうですね。

野�口　食事にもこだわり、マクロビ食

を提供予定です。また、自社開発

の酵素ドリンクを使ったファスティ

ングプランもご用意しています。1

年に1回、自分をリセットできる場

所にして行きたいと考えています。

それから6月半ばに始まった有店

舗のフィットネスビジネス「FEEL 

CYCLE（フィールサイクル）」にも

力を入れています。

Q　どんなフィットネスですか。

野口　フィットネスバイクを利用したイ

ンドアサイクルの専門スタジオです。フィットネスバイクを40台ほど

入れて、バイクをこぎながら運動します。今までは自分ひとりで、

ひたすらこぐだけでしたが、 FEEL CYCLEはグループでやる

エアロビクスのバイク版みたいなもので、専門店は日本にありま

せんでした。ニューヨークではインドアサイクルというフィットネスのカ

テゴリーがブームになっており、新感覚のエンターテイメント型フィッ

トネスです。

Q　そのほかに推奨事業はありますか？

野口　今、多方面から注目されているのは介護予防の事業で、「ゆ

ずりは」という店舗で、ヨガのノウハウや運動を高齢者向けにつく

り替えたデイサービス施設になります。現在は関東圏に9店舗出

店しております。そのほか、オフィス向け弁当宅配の「弁当将軍」

という事業を始めました。受注してから届けるのではなく、弁当を

オフィスに持って行き、駅弁方式で買いませんかというシステムで

す。皆さんは手がけませんからニッチな分野なのです。

◆大震災きっかけにビタミン豊富な備蓄野菜を開発◆
Q　きょうの本題の減圧を使った備蓄野菜に話を進めましょう。こ

の事業はどんなきっかけで始めたのですか。

石川　2011年3月11日の東日本大震災の後、社長の鷲見から

「災害の時に世の中に役立つアイデアを出してベンチャーバン

クらしくやろうじゃないか」という話があって、いろいろなアイデア

が出た中の一つが乾燥野菜なのです。阪神大震災の時にも

ニュースになりましたが、備蓄食は乾パンとかアルファ米とか、炭

ホットヨガスタジオLAVA
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水化物が中心なので、ビタミン不足になり、イライラしたり、脚気に

なったり、ビタミン不足で体調を崩される方が多くいらっしゃいまし

た。今回の大震災ではサプリメントの業界団体がビタミン剤やサ

プリメントを配られたが、年配の方々は飲むことが難しいという事

実がありました。それなら、日持ちする野菜をつくってみようと計

画を立て、そこから開発が始まりました。

Q　�なるほど、大震災がきっかけだったのですね。

野口　震災後、会社の有志を募って福島県いわき市にボランティ

アに行き、ホットヨガの経験を活かしてマッサージや、エコノミー症

候群を防ぐストレッチなどを提供しました。その時に社長の鷲見も

避難所の状況を目の当たりにし、ビタミン不足が深刻なことに気

付いたようです。

Q　フリーズドライなどの乾燥野菜がすでにあるのではないですか。

石川　野菜を乾燥させる方法はいくつかありますが、遠赤外線の

熱で乾燥させるとビタミンが壊れてしまいます。フリーズドライは凍

らせてから高真空で引いて水分を抜き取る凍結乾燥法で、ビタ

ミンはある程度残りますが、戻りが悪いという欠点があり、水で戻

すとビチャビチャになってしまいます。

Q　開発した方法も真空を使うものですよね。

石川　野菜をそのまま真空にすると、中の水が沸騰し、細胞が壊

れ、組織がバラバラになってしまいます。それで凍らせてから真

空にすると、水分がそのまま飛んでいく。それがフリーズドライで

す。それでフリーズドライの戻りが悪いという欠点を改善する方法

はないかと、専門家に相談したりして、今回の「低温蒸気加熱

減圧乾燥加工法」に行きつきました。

Q　長い名前の技術ですが、具体的にはどんなふうに乾燥するの

ですか。

石川　野菜に65℃の蒸気をあて、野菜の菌を殺して無菌にしま

す。3〜5年という長期保存が目的なので、まず菌を殺します。

殺菌の温度を例えば、95℃というような高温にすると、ビタミンが

全部壊れてしまうので、では何度にするかということで、蒸気の

65℃をあてることにしました。軽く蒸すという感じです。蒸した状

態の中で一気に減圧するのです。

Q　野菜に蒸気をあてて、真空に引くのですか。

石川　そうです。段階的に時間と温度をコントロールするのです。

この野菜はこのプログラムでやると、一番、風味とビタミンが残る

というのを野菜の種類ごとにプログラムしました。それと、野菜の

高い栄養価と「酵素」のはたらき

保存状態の「水でおいしい備蓄野菜」
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中にある酵素を失活させないことも大事な事です。菌は死ぬけ

れど酵素は失わないというのが65℃の蒸気です。それで減圧

乾燥すると、だいたい水分を5％以下までコントロールできように

なりました。

Q　もともと野菜には水分がどれくらい入っているのですか。

石川　野菜によりますが、80〜90％くらいです。これを5％くらいに

します。フリーズドライはさらに水分が少なくなるので、戻りが悪く、

逆に5％よりも多いと、菌が増えてくるので長期保存ができませ

ん。理想は5％以下くらいのところです。

Q　水分が多いと腐りやすいということですか。

石川　戻りやすくなりますが、腐りやすくなってしまいます。逆に水

分が少なくなれば、腐りにくくなります。フリーズドライは凍らせた

水分を全部取らないといけないので、蒸気をあてると、水分をう

まくコントロールできます。この技術は機械をつくった企業の特許

です。

Q　機械は別の会社がつくったのですか。

石川　岐阜県羽島市の（株）大一・テクノという会社です。もともと

この技術は生産・収穫された野菜・果物が「廃棄品」にならな

いために製作したものです。水分をコントロールしながら蒸気を当

てて乾燥することにより、直ぐに漬物ができるなどでも使用されて

います。この特許を応用して低温蒸気加熱減圧乾燥加工法を

実現したのです。

◆葉野菜やフルーツの備蓄にも挑戦◆
Q　野菜の種類はどのくらいあるのですか。

石川　現在はダイコン、ニンジン、タマネギ、トマト、ブロッコリー、ヤーコ

ンの6種類。コストをかければ、もっとできますが、災害時に食べ

るものとしては1袋600円や700円ではさすがに高すぎます。皆

さんに広く行きわたる価格帯で、平常時の1日の野菜の摂取量

の3分の1くらいを1袋で食べられるようにしようと、形が悪くて本

来なら捨てられるような野菜を活用し、1袋300円で提供してい

ます。

Q　レタスなどの葉野菜がないようですが。

石川　葉野菜はどうしても黒くなってしまい、おいしくなさそうに見え

てしまいます。これからの課題です。

Q　問題のビタミンはどのくらい保持されるのですか。

石川　生トマトを市販の天日干しによるドライトマトにすると、ビタミンC

は8分の1から9分の1に減ってしまいます。この方法で乾燥す

ると6〜7割は残ります。それに加え、酵素も生きているというメ

リットがあるのです。トマトのGABA（ギャバ）量は普通、乾物にす

ると少し減ってしまいますが、この技術で乾燥すると、逆にギャバ

が増えます。酵素が生きているのでGABAが乾燥中に生成さ

れて増えるのです。

Q　ギャバというのは何ですか。

石川　ギャバはγ（ガンマ）アミノ酪酸といいアミノ酸の一種です。酵

素が関与して、たんぱく質を分解し、ギャバというアミノ酸が増え、

乾燥しても酵素が失われないため、ギャバやアミノ酸のアラニン

が増えたりします。消化が非常に良くなり、腸内環境にもよいとい

われています。酵素は今、すごく注目されていて乾物から酵素

が取れるのも画期的なことです。

Q　備蓄期間は何年ですか。

 石川　実際は5年持ちますが、色がくすんでくるので、当社の品質

管理部門は3年に設定しています。

Q　減圧の仕方も野菜ごとに違うのですか。

石川　そうですね。圧力は急に下げすぎると、細胞が壊れて香りが

逃げてしまいます。そのため、ゆっくり下げていくイメージで丸1日

かけてやる感じです。圧力は野菜によって違いますが、だいたい

4〜13.3kPaくらいまで下げています。真空ポンプは水封式の

7.5kWです。機械自体が大きく、また、野菜を運ぶ運賃が高い

ので、機械を岐阜と北海道と千葉などの野菜の産地に置いて

処理し、乾燥した野菜を岐阜の工場に運んで計量してパッケー

ジしています。

Q　真空技術の問題点はありますか。

石川　真空技術とは別かもしれませんが、一番困っているのは変

色です。先ほども申し上げたように特に葉物が黒くなってしまい

ます。また、ビタミン不足には野菜よりもフルーツがいいということ

で、この技術でフルーツもつくってほしいという要望もいただいて

おります。フルーツもドライにはなりますが、結局、1年くらいで変色

してしまうのです。変色の研究はしていますが、葉野菜とフルー

ツは難しいです。この方法では1年後でもミカン、キウイも味は変

わりませんが、色は変わってしまいます。

Q　今後、どのような展開を考えていますか。

石川　今、申し上げたように野菜の種類の増加とフルーツが課題

です。

野口　震災をきっかけにした特殊な開発経緯がある事業です。利

益を追求するというよりは、ニーズを形にした商品で、採算を度

外視しているとまでは言いませんが、うちの商品の中では特殊な
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値付けであり、ビジネスモデルです。

◆「好きを仕事に」で人材を生かす◆
Q　次に人材育成についてお聞きしたい。500人の社員は全員が

新規事業をやりたいと思っている方なのですか。

野口　必ずしも全員がそうではなく、事業が大きくなる中で専門性

を究めたいという人も多くなってきました。例えばホットヨガのインス

トラクターたちは起業に興味があるというよりは、インストラクターの

技量向上に関心があって入社される方も多いのです。

Q　起業を目指す人と既存事業で能力向上に取り組む人に分か

れるのですか。

野口　皆さん、どこかには事業を興したいという思いはあると思いま

す。でも、出来上がった事業を育てていくという能力もすごく大

事になっています。自分の与えられたミッション、担っている仕事

に対して全力を費やしながら、そのどこかで何か面白いものはな

いかなと考えているようです。

Q　そうした事業を提案するシステムはあるのですか。

野口　その一つの例として、毎月1回ビジネス発見コンテストがあり

ます。社員全員に応募する権利があって、応募者の中から必ず

1位が決まります。面白い事業は、実際に事業化されるんです

よ。FEEL CYCLEもビジネス発見コンテストから生まれた事業

の一つです。1位の提案には、賞金もでるんですよ。新事業の

芽を探しながら、既存事業を育てていく。バランスよくやっていか

ないとならないところです。

Q　ベンチャー精神を持った人を採用する基準みたいなものはあ

るのですか。

野口　絶対的な基準はありません。事業プランを持ち込みで応募

してくる方もいらっしゃいますし、自分が何に向いているか分から

ないが、ものすごく一生懸命仕事がしたいという方もいらっしゃい

ます。もちろん、既存の事業に魅力を感じ応募して下さる方もい

らっしゃいます。どちらも歓迎です。

Q　一生懸命な人を歓迎するというわけですか。

野口　社長の鷲見は「もともと教員を目指していたが、30過ぎくらい

まで自分が何に向いているか分からなかった。だから能力があっ

ても、それをどこで活かせば良いか分からない人間がいるのでは

ないか。そういう人でも当社に来れば、様々な事業があるので、

きっと活躍の場が提供できるのではないか？」と言っています。と

にかく、やる気がある人、優秀な人はまず採用してみる。それか

ら、どこに向いているかを見て当てはめる。どこにも当てはまらな

かったら、その人に向いている事業をつくればいいではないかと

いうふうに考えているのです。

Q　ずいぶん間口が広いのですね。

野口　フレキシブルに動けるからこそ、優秀な人材を生かす可能性

が高いと思っています。「人は宝なり」と言っていて、採用がうま

くいかないと事業がすべて崩れてしまいますので。「好きを仕事

に」というのが社長の鷲見の口癖ですね。好きなことなら情熱を

ぶつけられるでしょう。

〜長時間にわたり興味深いお話をありがとうございました〜
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