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１．栽培施設と環境調節の新技術

野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム

高市 益行

１．はじめに

施設や環境調節システムが高機能であれば生産の安定・省力化につながるが、わが国で

は、施設の設置コストが高いといわれ、原油価格の高騰も伴って、経営の不安定、国際競

争力の低下、後継者不足が年々深刻になっている。年間の経営支出に占める栽培施設の減

価償却費の割合は高く、重装備型の施設では２割以上になることも多い。施設の設置コス

トは、施設の骨組構造や被覆資材などの基本的な本体の建設コストと、カーテン装備、暖

房機、循環扇などの内部装置、さらには、それらを動作させる環境制御装置のコスト、さ

らに養液栽培などの栽培装置からなる。近年、施設の周年利用の観点から、施設構造の堅

牢化、環境制御の高度化、とくに高温環境抑制に対する期待が高まっている。

また、省力化が期待できる高機能環境制御システムについても、最近低価格化が進みつ

つあるが、まだ高価で、一部の重装備型温室にしか導入されていない。

以下では、大型施設の設置コストの大幅な低減を目的として、ハウス本体の低価格化お

よび環境制御システムの高機能低価格化のために開発された最近の新技術を中心に、大型

施設の利用についての現状と問題点を解説する。

２．施設栽培の経営規模と大型施設の動向

栽培施設農家の経営規模は、近年、拡大傾向が続いている（表１）。50a 以上の経営規

模層が農家数に占める割合は年々高くなり、2000 年では農家数では 8％であるが、施設面

積で見ると 30％以上を 50a 以上の経営が占めている。どのくらいの面積規模になると大型

ハウスと呼ぶかについては、時代とともに変化する。1980 年頃は 1000m2 前後が大型施設の

一つの基準であった。現在では、大型施設という場合、一棟がおよそ 3,000 m2～5,000 m2

程度以上を指すことが多い。

一棟の面積が 50a 以上の施設について、施設面積と設置年次を図１に示す。わが国の野

菜用の大型施設（5,000m2 以上）の建設は 1970 年代半ば頃から始まり、1990 年代後半以降、

多くの大型施設が各地で設置された。１棟の施設の大きさは、5,000m2～10,000m2 前後の施

設が多く、20,000m2 を超える施設は比較的少ない。１棟の施設の最大面積は、この統計で

は 1998 年の北海道の 7.1ha である。

表１ 施設野菜作の経営規模別の農家数、収穫面積の推移 （香月、2002）
第６表 施設野菜作の収穫農家数、収穫面積－施設規模別、全国－

収穫農家数 （１００戸） 収穫面積 （１００ha）
1980 1985 1990 1995 2000 1980 1985 1990 1995 2000

計 1,927 1,812 1,787 1,599 347 440 458 418
１ａ未満 159 93 121 89 1 1 1 1
1～5 285 392 293 315 280 10 12 11 13 10
5～10 335 342 292 354 240 30 31 29 41 24
10～20 481 505 480 434 380 78 87 87 95 69
20～30 247 287 307 256 261 69 85 94 88 78
30～50 141 185 239 202 222 59 83 114 107 104
50ａ以上 35 57 109 104 127 26 48 104 112 131

50a以上割合（％） － 3.0 6.0 5.8 7.9 － 13.8 23.6 24.4 31.5
注．網掛けは5年前より増加．



野菜用の大型施設（5,000m2 以上）の地域別の設置状況を見ると（図 2）、東海地方の設

置が早かった。近年は全国的に増加しており、特に四国（高知、香川）、東北（福島、宮

城）、関東東山（千葉、茨城、栃木）、九州（大分、福岡、鹿児島）で大きい。北陸では

この調査時点では、一棟 50a 以上の大型施設はまだ設置されていない。

大型施設で栽培される作目は、野菜では、トマトが最も多く、ミツバ、ネギ、キュウリ、

サラダナ、パプリカ、イチゴなどである。花きでは、バラ、キク、ラン等が栽培されてい

る。1ha を超える大規模施設では、企業的経営によるトマト生産施設が非常に多い。

３．大型施設のタイプと軒高

最近建設される大型施設のタイプは、採光性が優れ空間の有効利用のしやすさから、欧

州で開発されたフェンロー型と呼ばれる屋根の小さい連棟施設が多く導入されている。フ

ェンロー型の施設では、ガラス室とフッ素系硬質フィルム被覆の２つのタイプがある。フ

ェンロー型の大規模経営では、養液栽培や高度な複合環境制御システムなどを導入した重

装備施設が多く、長く使用できるようにガラス室にすることが多いが、比較的低コストな

フェンロー型ハウスとして、フッ素系硬質フィルム被覆のものも広まっている。

また、近年、低コスト耐候性ハウスと呼ばれる、風速 50ｍ/s に耐える堅牢なハウスにつ

いて、農水省の補助事業が行われている。低コスト耐候性ハウスの基準に適合したハウス

の例を図３に示す。
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図１ 野菜用大型施設（50a 以上）の１
棟の面積と設置年次 （施設園芸

協会調査資料、2002）

図 2 野菜用大型施設（50a 以上）の地
方別の設置状況 （施設園芸協会

調査資料、2002）

図３ 低コスト耐候性ハウスの高軒高タイプの例（栃木県、軒高 3.7m）



高軒高施設あるいは高軒高ハウスという言葉がよく用いられる。軒高は壁面の高さのこ

とで、ハウス内の利用空間の高さを表している。大屋根型の施設では、軒高が同じでも、

間口を広くして棟高（屋根の中央部の最も高いところ）を高くとると、室内空間は大きく

広くなるので、軒高だけでは施設の形状や利用空間の指標にはなりにくい。軒高はフェン

ロー型施設に対しては利用空間の指標になる。

近年の施設が堅牢になり、周年栽培の要望が高まると、設置コストや作業性のよい大型

施設で、かつ、作業のしやすいフェンロー型の高軒高施設の人気が高まっている。軒高が

高くなると、作物を高くまで誘引できるようになり、高温に対して有利で（図４）、細霧

冷房や循環扇などの環境調節の装備も設置しやすい利点がある。

４．大型施設本体の建設コスト低減にむけた取り組み

大型で高軒高施設に対する要望は高いが、わが国では、施設の設置コストが高いといわ

れている。実際、高機能な施設では、その減価償却費が年間の経営費の 20%を超えること

も珍しくない。両屋根型ハウスやフェンロー型多連棟ハウスについて、施設本体（暖房機、

カーテン、環境制御コンピュータなどを除く）の建設工事内容別の経費割合を調査した結

果では、どちらのタイプでも、最も経費を要するのは鉄骨工事費で、ハウス工事全体の 34

～36%を占める（日本施設園芸協会、2002)。次いで、大きいのは被覆工事費の 22～23%、

次いで開閉装置工事の 13～18%である。この調査の時点では、1m2 あたりの建設コストは、

両屋根型が 11、358 円、フェンロー多連棟型が 12、368 円とフェンロー型の方がやや高か

った。施設の低コスト化のためには、構造や部材の標準化が１つの方法であり、施設の標

準化による低コスト化の委員会等の事業が進められ、各社の間である程度まで規格の統一

が図れた。しかし、資材・形状・加工・施工・工法などは各社それぞれが自社開発製品を

アピールするところで、規格の統一化はなかなか進まなかった。

このような流れの中で近年、周年栽培が可能な耐候性のある低コストハウスとして、基

礎部や接合部を強化した比較的簡易な構造のハウスが提案され、低コスト耐候性ハウスと

して施工マニュアルが発行された（日本施設園芸協会・2001、2002）。積雪のない地域で

は、耐風性 50m/s の基準を、積雪地域では積雪加重 50kg/m2 の基準を確保した上で、低コ

スト化する手法が提示されている。その条件にあてはまるハウスを導入しようとする生産
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者グループには、平成 14 年度から 16 年度まで、野菜の構造改革の一環として、輸入野菜

急増農産物対応特別対策事業における補助対象になった。この建設補助事業により、各ハ

ウスメーカーはそれぞれ合理化・低価格化を図り、短期間に低コスト耐候性ハウスの基準

に適合した商品を開発・販売するようになった。また H17 年度より、新たな建設経費補助

事業として、新技術を導入した低コスト耐候性ハウスの導入の推進が始まっている。

(1)大型高軒高ハウスの画期的な低コスト化のための新技術

このような、耐候性のあるハウスの低コスト化が望まれる中で、いくつかの新しい取り

組みがみられる。野菜茶業研究所では、農林水産省の研究委託事業「先端技術を活用した

農林水産研究高度化事業」において、「トマト産地のリニューアルに向けた低コスト生産

システムの開発」の課題（研究期間 H16-18 年）の中で、大阪府立大学、農業工学研究所、

愛知農業総合試験場、グリンテック（株）、ＭＫＶプラテック（株）と共同で、施設本体

の建設コストを大幅に低減するために、新しいタイプのハウスの開発研究を進めている。

大型高軒高鉄骨ハウスの建設価格を１／２にすることを目標に掲げ、新しい工法によるハ

ウスの建設実証試験を 2005 年夏に約 1,000m2 の実用規模で行った。そのハウスにおいて、

トマトを長期栽培し、生産ハウスとしての性能評価を続けているので、以下に概要を紹介

する。

この取り組みでは、従来の鉄骨ハウスの基本構造および建設手順を根本的に見直し、画

期的な低コスト化のための新部材（薄板軽量形鋼）、新工法（パイプ基礎工法、屋根ユニ

ット工法）による実用モデルを検討し、2005 年８月に野菜茶業研究所武豊野菜研究拠点に

おいて、建設実証試験を行った。

1)基礎工法

従来工法では、柱の基礎の部分を大きく堀下げて、鉄筋コンクリートで固める方法（フ

ーチング基礎）が一般的であるが、土を掘らずにパイプを４方向に斜めに打ち込む手法（パ

イプ斜杭打込み基礎）を採用した（図 5）。この工法は、土を掘り下げる工程が不要である

ことから、工期の大幅な短縮が可能である。

図６ 薄板軽量形鋼
（89mm×40mm（45mm）×1.6mm）

亜鉛メッキ（Z27））図５ パイプ斜杭打込基礎



2)構造部材と屋根部の工法

一般的な大型鉄骨ハウスでは、鉄骨の基本構造の部材および組立て経費は全経費の約３割を占

めることから、これを削減することは全体の経費削減に最も効果的である。今回導入した新部材

である薄板軽量形鋼は、薄い軽量の C 形鋼で、スチールハウスの住宅建築用部材として広

く利用されている部材である（89LCM16）（図 6）。この部材は成型と同時に精度の高いパン

チング穴加工ができる。

従来のハウス部材では、流通途中段階で工場において切断や溶接、メッキなどの工程が

必要であったが、この部材では製造工場から建設現場へ直送が可能となり、流通コストの

削減が期待できる。

この部材は一般住宅で利用されているもので、部材同士の固定には専用の精度の高いタ

ッピングビスを使用する。この部材は今まで園芸用施設に利用されていなかった。

屋根部については、被覆資材のアタッチメントや換気窓など複雑な多数の部材を取り付け

る必要があり、作業量の多い部分である。従来工法では、本体構造を組み上げた後、 屋根

構造の上に作業者が登って作業をしていた。今回の建設実証試験では、新工法として、屋

根部構造を薄板軽量形鋼でユニット化し、地上で構造材や必要部材を組付け、その後クレ

ーンでつり上げて組立てる手法（屋根ユニット工法）を検討した。

(2) 実用規模での新技術の建設実証ハウスの概略

建設実証ハウスの形状を図 7 に示す。

１）試験ハウスの形状・規模

丸屋根型 間口 4.5m×６スパン，軒高 3.5m

東西 27m×南北 36m（設置面積 972m2），４辺に約 70cm の張出し付き

２）換気窓形式

天窓：片側開閉式，ラックアンドピニオン方式

側窓：フィルム巻上式

３）構造材の形状と設計強度

屋根ユニット構造部：薄板軽量形鋼 89mm×40 mm (一部 45 mm)×1.6mm

屋根アーチパイプ：φ31.8×1.2mm

構造柱：角型鋼 60mm×60mm×2.3mm

外周部ブレース補強

側パイプ：φ42.7×1.6mm

耐風性：50m/s，積雪荷重：30kg/m2，作物荷重：15kg/m2

屋根部：長期展張型 PO 系特殊フィルム（10 年展張型，低コスト化のための試作品）

側面部：PO 系特殊フィルム（0.15mm）

(3)今回の建設実証試験結果の概要

１）パイプ斜杭基礎

引抜強度試験では，フーチング基礎の約２倍（2 ton 以上）の強度を確保できる。東

西 27m×南北 36m のハウスの 43 基礎で，斜杭打ち込み作業の所要日数は２日であった。

基礎の施工作業時間は約 70%に短縮可能とみられる。

２）屋根ユニットの地上組み立て

屋根ユニット（幅 4.5m×長さ 9.0m）の組み立ては，ハウス建設敷地内からできるだけ



はみ出さないように，基礎ヘッドの側に整然と並べて組み立てていった（図 8、図 9）。

基礎部のコンクリートヘッド部が固まるまでの期間にも，組立て作業をどんどん進めら

れることが実証できた。天窓枠の駆動シャフトやモータも地上で組み付けた。今回は，

試験研究として，972m2分の 24 ユニットのうち 8 ユニットについては，屋根部の被覆資材を

地上で張り，吊り上げて組み付けた後に接合部をつなぐ手法を試みた（図 10）。
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３）屋根ユニットの揚重（クレーン吊り上げ）

地上に並べられた屋根ユニットをクレーンで吊り上げた。24 ユニットを１台のクレー

ンで吊り上げて固定するのに要したのは，わずか 1.5 日であった（図 11）。被覆資材を

地上で張ったものは，つり上げるときに風を受けて揺れが大きくなった。吊り上げた日

は２日とも現地ではやや風の強い状態（近くの AMeDAS 観測点のデータでは，1 日目：日

平均 2.4m/s，最大風速 6 m/s ，２日目：日平均 1.7m/s，最大風速 5 m/s）であったが， 問

題なく組み立てられた。屋根ユニットの組み立て精度は高く，天窓のシャフトの結合やユニッ

ト隣接部の大きな不具合は発生しなかった。

４）被覆フィルムおよび展張法

被覆資材は、現行商品の 10 年耐久の PO 系軟質フィルム（厚さ 0.17mm）と同等の耐久性で、

0.15mm に薄くした試作品を展張した。この製品は、低コストなスプリング止めが可能である（表

2）。

屋根ユニット工法では、屋根の被覆フィルムを地上部で展張することもできるので、ハウス

６スパンの内の２スパンについて、先に被覆してからクレーン揚重する方法を試行した。地上

図９ 地上で組み立てて並べられた、薄
板軽量形鋼による屋根ユニット

図 10 被覆資材の地上展張法の試行 図 11 屋根ユニットのクレーン吊り上げ
（天窓モーターなども地上で組付けられる）

図８ 薄板軽量形鋼の部材とタッピン
グビスによる組み立て作業



での作業性は良好であるが、作業時間については、ユニット間の接合処理にある程度の時間を

要し、コスト的に見ても揚重してから全体を通して被覆する一般的な方法と比べて大差はなか

った。しかし、高所作業をしている時間数は少ないので、専門職を依頼する日数が少なくてよ

いメリットが期待できる。地上展張法については、何年か経過したときの張替時の作業性も含

めて、さらに検討していく必要がある。

側面の被覆資材は張り出し部の側パイプに、防虫ネットとともに２段巻き上げ方式で固定し

た。被覆終了後のハウス外観を図 12 に示す。

品種 MVP007 耐久ＰＯ フッ素フィルム
（開発品）

厚み（mm） 0.15 0.15 0.06
表面処理 防塵/無滴 無滴 無滴
使用ハウス 硬質ハウス
品質 引張強度 初期 ◎ ○ △

１０年後 ○～◎ ○ ５年 ○～◎
衝撃強度 ◎ ○ ○
無滴性 ◎ ◎ （○）
保温性 ◎ ◎ △
透明性 ○ ○ ◎
防塵性 ○ １０年 ○ ５年 ◎ １０年
耐候性 （１０年） ５年 １０年

展張施工性 張り易さ ◎ ◎ △
スプリング留め ○ ○ △

コスト （円/㎡） ５５０ ２３０ １，１００
フィルム㎡単価基準

軟質ハウス

◎１０年～１５年
１０年～１５年

品種 MVP007 耐久ＰＯ フッ素フィルム
（開発品）

厚み（mm） 0.15 0.15 0.06
表面処理 防塵/無滴 無滴 無滴
使用ハウス 硬質ハウス
品質 引張強度 初期 ◎ ○ △

１０年後 ○～◎ ○ ５年 ○～◎
衝撃強度 ◎ ○ ○
無滴性 ◎ ◎ （○）
保温性 ◎ ◎ △
透明性 ○ ○ ◎
防塵性 ○ １０年 ○ ５年 ◎ １０年
耐候性 （１０年） ５年 １０年

展張施工性 張り易さ ◎ ◎ △
スプリング留め ○ ○ △

コスト （円/㎡） ５５０ ２３０ １，１００
フィルム㎡単価基準

軟質ハウス

◎１０年～１５年
１０年～１５年

表２ 新被覆資材と硬質フィルムとの特性比較

図 12 完成した屋根ユニット工法ハウスの外観



(4)新工法ハウスの建設工程数，工期，コスト低減割合の概算（実証ハウスに基づく推算）

従来の大型鉄骨ハウス（硬質ブラスチック被覆ハウス）と比較して，以下のような概算

が得られた。

1)使用鉄鋼材料

耐風性 50m/s の設計強度で、本体の鉄重量は従来の約 65％に減量できる。

2)建設作業時間

全工程を約 60％に短縮可能。また，基礎工事と並行して屋根部の地上組み立て作業が

可能で，ハウス本体の建設工期を約 35％に短縮できる。

3)被覆資材の展張コスト

展張作業を含めた初期経費は、新開発の長期展張フィルムを使用することで、フッ素

系フィルム展張に対して約 60%程度の低コスト化になる。

4)ハウス本体の建設コスト

カーテン装置や暖房機などを除く、ハウス本体の建設コストは，実証ハウスの仕様で、

現時点では従来型の約 60%程度である（図 13）。

(5)新構造ハウスの生産ハウスとしての性能評価

今回の新構造ハウスは、硬い屋根と壁構造により強度を確保していることから、正方形

に近い形状で強度が高くなる。１つのハウスがおよそ 4,000m2 程度までは内部にブレース

補強なしで強度が確保できるが、それより大きいと室内にさらに壁の役割をするブレース

補強が必要である。また、細長い形状のハウスでは十分な強度が確保できないので、本構

造は適用できない制約がある。屋根方向を南北にとって栽培ベッドを南北に配置する場合

には、トマトでは１スパンが 4.5m なので、ベッドを３列設定するには狭く、２列では余

裕がありすぎる。今回の実証ハウスでは 4.5m スパンに２列設置として栽培実験を行った。

ベッドの１列は柱に沿って誘引は柱を被せて行う形になり、普通は通路の上で問題となら

ない谷樋部の結露の落下が、植物体に滴下する状況がみられ、このような場合には普通よ

り厳密な結露対策が必要と考えられた。

ハウス内の日射環境の詳細については解析中であるが、大きな問題はないようである。
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図 13 建設実証ハウスの建設コストの硬質ブラスチックハウスとの比較



トマトの生育・収量について 15 段開花頃まで調べたが、良好な結果が得られている。

なお、他のいくつかのメーカーも、上記と異なる構造タイプの低コストで耐候性の高い

ハウスを開発中である。今後の低コスト化がさらに進展していくことが期待される。

５．施設環境調節技術の実態と新技術

(1)わが国の環境制御装置の導入実態

わが国では、栽培施設の環境調節のための制御用コンピュータの導入はガラス室でも非

常に少なく、2000 年の統計では、野菜用で 10.4%，花き用で 7.2%であり、ハウスについて

はさらに少なく、それぞれ 0.5%，1.8%しかない。全設置面積に対する設置割合は 1.0%であ

る。ガラス室、ハウスを合わせた制御用コンピュータの設置台数は、ガラス室に 1381 台、

ハウスに 2391 台で、合計でも 3772 台と全国計で見ても少ない台数である。このような少

ない市場の中で、メーカー各社からいろいろなタイプの製品があり、量産のメリットが出

る状態にはないことがわかる。マイコンの１台あたりの平均面積を算出すると、ガラス室

で約 1400m2、ハウスでは 1000～2000m2 程度である。

近年、環境制御装置は個々の製品が独自に高度化している。たとえば、加温機には単体

で温度センサを持ち、点火制御にはマイコンが利用されている。オプションを装着すると

変温管理もできるようになる。また、天窓や側窓の自動開閉装置のコントローラ部分にも

マイコンが利用されているものが多い。しかし、これらの装置は単体で動作するように設

計されており、通信インターフェースを持たず、温度変化などの記録を持たず、機能の無

駄が多い。

各動作機器が独立して動作できることは、故障時にその装置のみが異常動作するので、

現象がわかりやすく、安心な利点がある。しかし、生産者はそれぞれ独立して動作する機

器の動作状況を常にチェックし、側窓が開いているのに暖房機が動作するなどの矛盾行為

や、不安定な制御に注意をする必要がある。大型施設では、施設内を巡回するのにも時間

がかかることから、いろいろな動作機器をチェックするのは労力がかかる。およそ 3000m2

以上のハウスでは、環境管理には複合環境制御装置が必需品と考えられる。最近ようやく、

高機能で低価格の複合動作が可能な制御用コンピュータが、およそ 10 年前の１/3 程度の

価格で利用できるようになり、増加傾向にあるものの、まだ 1.0%を少し超えた程度とみら

れる。

(2)オランダの環境制御システムと機能

わが国でも 1990 年代半ばから、トマトを中心に、１棟が 5000m2 以上の大規模生産施設

が多日照地域の各地で稼動している。このような大規模施設では、ほぼ例外なくオランダ

の環境制御システムを導入しており、制御の設定値を目標に設定すれば、細かい制御動作

がわからなくても、極めて省力的に環境管理ができるようになっている。

オランダの環境制御コンピュータは、高軒高のフェンロー型温室について、エネルギー

は天然ガス、作業台車レールを兼ねたパイプ配管による温湯暖房、CO2 供給システムなどを

前提にして、総合的に合理的な制御ができるように設計されている。

わが国の環境制御コンピュータでは、湿度を目標にした制御は難しく、温度制御の成り

行きにまかせることが多いが、オランダのシステムでは、暖房配管の加温や換気など内外

気象条件に応じて湿度制御ができるようになっている。また、CO2 施用についても、燃料に

ガスを使用したボイラー燃焼排ガスによる CO2 供給システムでは、ボイラーの蓄熱を考慮

した燃焼が行われるようになっている。



(3)わが国の環境制御装置の機能

わが国では、約 20 年前から環境制御装置にマイコンが使用されるようになった。現在

出回っている環境制御装置の基本設計は、この時から大きな変化はほとんど無い。大学や

研究所では、ニューラルネットワークや、ファジイ理論、生産者の操作の学習機能などの

技術が開発されたが、これらの機能は市販品に載せられることはなかった。制御機能に対

しての要求も、10 年ほど前までは高機能化が求められていたが、ここ数年はコストダウン

を求める傾向が強い。

環境制御の方式を大別すると、スタンドアロン型と、多棟制御型、分散制御型に分けら

れる（図 14）。スタンドアロン型がもっとも多く普及しており、販売機種数も多い。多棟

制御型は、コンピュータの価格が今より高価な頃に良く用いられた方式で、能力の高い制

御機を導入できるが、信号線の敷設距離が長くなる、故障時に管理対象の施設全てに影響

するなどの欠点を持つ。オランダの著名な制御機もこの方式である。

分散型は、数年前に新しく出てきた方式で、動作機器にマイコンを内蔵した接続アダプ

タをつけて、ネットワーク接続する方式である。必要最小限の機器から構成できて自由度

が高いが、動作機器につけるアダプタのコストが高く、まだ広く普及するには至っていな

い。

(4)次世代型の環境制御システム

最近、新しい概念の環境制御システムの開発が急速に進められており、農林水産省の「園

芸施設設置コスト等低減指導事業」の高度環境制御装置標準化委員会、およびプロジェク

ト研究「データベース・モデル協調システム（H14～16 年度）」の成果や流れを受けて開

発されたもので、基本的な構想は東海大学の星岳彦教授のグループで進められてきた。

このシステムは、温室の管理・制御に関連する動作機器やセンサなどの要素の全てにマ

イコンを内蔵させ、ネットワークで接続して温室制御・管理を実現させようとするもので

ある。これは温室の様々な装置や場所に設置されたネット化されたコンピュータにより、

効率化・低コスト化を図ろう、というユビキタスコンピューティングの概念を取り入れた

ものである(Ubiquitous：「どこにでもある」の意味)。

図 14 温室の環境制御方式の分類（林ら、2004）



この新システムの概念図を図 15 に示す。従来システムでは、コンピュータからの信号

を、マグネットスイッチや容量の大きいリレーを介して、機器への指示信号または動力源

信号（モータなど動力を直接動かす電源）に変換するインターフェース盤が必要であった。

これは、接続する機器ごとに、必要な電力容量や接続仕様が異なるためであり、納入場所

図 15 環境制御の新システム（自律分散協調型） （林ら、2004）

図 16 自律分散協調型システムの制御イメージ（林ら、2004）



ごとに設計・製作される。新システムの場合は、各機器がこの役割を内蔵しているため、

インターフェース盤が必要なくなる。これだけでも、設計・施工が簡単になり、制御シス

テム全体の低コスト化につながる。

このシステムはすでに市販されている分散型とハード構成は似ているが、新システムで

は構成機器それぞれが自律的に状況を判断し行動を起こす、「自律分散協調型システム」で

ある点が最大の特徴である（図 16）

自律分散システムは、①ソフトウェア規模が比較的小さく開発効率が高い、②一部の構

成要素が故障してもシステム全体が停止することは無く耐故障性が高い、③様々な目的や

環境に対して柔軟に対応できる、④システム全体の拡張・縮小が容易、という特徴を持つ。

新システムにおいては、中心的となる装置が不要なため、導入当初にオーバスペックな機

器を購入する必要が無い。

栽培者にとっては、状況に応じて制御の区画割や組合せが自由に変えられ、環境データ

や制御情報の収集・参照、履歴の記録が容易になる。施工者にとっては、系統数が自由に

増減可能で、機種による系統数の制限が無くなり、施工は動作機器に電源と通信線を接続

するだけでよく、誤配線の心配がなくなる。メーカーにとっては、通信が規格化されソフ

トライブラリが提供されるので、自動化に対応した機器の開発効率が向上する

(5)新システム（ユビキタス環境制御システム）の動作実証試験

農林水産省の研究補助事業「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」において、

「施設園芸生産のためのユビキタス環境制御システムの開発」（H15-16 年）において、換

気窓、カーテン、暖房機等の基本システムを開発した。

動作実証については、実験用のハウスに温度センサと側窓開閉ノードからなる温度制御

実験では、動作の安定性や制御上の問題を検証し、ハウス側窓の換気制御では、大きな問

題なく動作することが確認できた。2005 年度夏に、野菜茶業研究所内に、新システムを採

用したモデル温室を設置し、その特徴や機能の実用モデルを設置し、実用規模での動作実

証を行った。

図 17 自律分散協調型システム用
ネット化マイコン基板

(USE: ユーズ)

図 18 自律分散協調型システムの
ミドルウェア（（動作基本ソフト）

（EOLUS：イオラス）



1)構築した自律分散型の環境制御システム（ユビキタス環境制御システム）では、各機

器にマイコン基板 USE（Ubiquitous System Engine、基板サイズ 90mm×110mm）を搭

載したものをノードとする。各ノードをインターネットの各種通信規格（IEEE802.3, IP,

UDP, TCP, HTTP）で XML と HTML を使用して接続する。

2)ユビキタス環境制御の基本システムは、動作ノード（天窓開閉、カーテン開閉（図 19）、
暖房機）、センサノード（室内気象、室外気象（基本型）、室外風向風速）、操作ノード（簡

易コンソール（操作・表示器）、手動スイッチ）からなる（図 20）。
3)センサノードは計測値をシステム全体に配信する。動作ノードはセンサノード、操作

ノード等の情報を参照しながら自律して制御動作を行い、動作状況等を配信する。

4)各ノードの自律動作のための制御変数の設定や動作状況のモニタを行うためには、簡

暖房機ノード1

天窓開閉ノード1～３

カーテン開閉ノード

室内気象ノード1

手動スイッチノード

簡易コンソールノード

可搬型ノード

ハウス区画１

暖房機ノード２

天窓開閉ノード４～６

室内気象ノード２

ハウス区画２

ハウス区画共通

無線ＬＡＮ，インターネットへ

室外気象ノード（基本型）

室外風向風速ノード

屋外設置

10BaseＴ ネットワーク

ネット化マイコンＵＳＥ

図 19 自律分散協調型カーテンノード

図 20 自律分散型ユビキタス環境制御システムのネットワーク構成例
（ハウス内 2 区画）



易コンソールあるいはパソコンのインターネットブラウザを利用する（図 21）。基本動作

には専用ソフトウェアは不要で、ブラウザ機能を有する汎用携帯端末（PDA 等）でも操作

が可能である。システム全体のモニタソフトも試作されている（図 22）。

5)簡易コンソールは、１日を６つの時間帯に分けて各ノードに制御目標値の変更を配信

する。

6)各機器メーカーがユビキタスシステム仕様対応機器を開発するための、マイコン基板

（有償、約１万円）および機器開発用基本ミドルウェア（無償）は、共同研究機関のエヌ

アイエスシステムから提供される。

7)本システムでは施設の系統･区画毎に独立・協調した制御が可能であるほか、インター

ネットに接続して、遠隔管理･保守、および地域分散した施設の統合管理が容易に実現でき

る。

8)本システムでは、ハウス内の電気工事の設計・施工が容易になり、低コストでのシス

テム導入が可能になる（表 3）。

図 21 各ノードに内蔵された設
定値・動作状況を確認可能
な web ページ

図 22 システム全体の動作モニタソフトの例

項目 従来型 ユビキタス型 備考
園芸施設に設置され
る制御機器と計測機
器

０円
30万円

(+3万円×10ノード)
10種の機器があると
仮定

環境制御用マイクロコ
ンピュータ

100万円
(40～180万円) 0円

配電盤・電気配線工
事費

100万円 70万円

従来型は電磁開閉器
などの個別工事が必
要、ユビキタス型は
LAN工事が必要だが
単一仕様の比較的軽
微な工事

合計 200万円 100万円

表３ ユビキタスシステムの導入コストの試算例



(7)ユビキタスシステムの市販に向けた流れ

これらの基本システムで冬期間に変温管理動作させて、トマトの長期栽培を行った結果、

いくつかのソフト的な不具合が見つかって修正等の対応をしてきた。各ノード間の連携動

作ソフトの開発が必要であるが、基本動作については、実用的に非常に高機能で利便性が

高いシステムであることが実証された。最近、東海大学を中心にしてユビキタス環境制御

研究会を立ち上げられた。共同研究でノードを試作したメーカーと、ユビキタスシステム

に賛同するメーカーが会員になって、機器開発の際の各種統一規格の決定、開発の普及活

動を行っており、今後、多くのメーカーの製品が利用できるようになるよう推進している。

８．大型施設における環境制御技術の実態調査

わが国の栽培施設は大型化の傾向があり、家族経営でも 2000m2～3000m2 の大型施設の

導入が増加している。とくに 1990 年以降では、有限会社などの企業的経営により、1ha

を超える大規模施設が各地で建設されるようになった。現在の大型施設における各種設備

の状況や栽培方法、省エネルギーおよび環境負荷低減技術の導入実態、傾向を把握してお

くことは今後の大型施設の発展のために非常に重要である。そこで、各地のトマト栽培を

している大型温室について、個々の施設の構造・規模と装備について、施設園芸協会の事

業として、導入実態の調査を行った。

(1)調査対象および調査内容

調査対象として、トマトの生産組織（法人経営、家族経営）で、全施設面積が約 5,000m2
以上の大型施設を利用しているところから、９箇所を選んで調査を行った（表４）。調査内

容は、経営者が直接記入したものと、聴き取り調査によるものである。主な調査項目は以

下のようである。なお、トマト以外にもイチゴやキュウリを複合経営しているところもあ

るが、栽培面積や調査施設はトマト用のみをとりあげた。

1)温室経営の概要（組織形態、運営形態、組織人数、施設建設資金）

2)温室の概要（形状、被覆資材、施設面積）

3)付帯設備（複合制御システム、換気窓形式、暖房装置、攪拌扇、養液加温装置、カー

テン装置、冷房装置、培地・養液冷却装置、炭酸ガス施用装置、作業台車、運搬車、

自動薬剤散布装置、省エネルギー装置など）

表４ 調査したトマト大規模生産組織の概要

・組織Ａでは、施設はトマトのみを示した。雇用人数にはイチゴ約 20a とキュウリ約 20a の人数も含む

・組織Ｇでは、施設はトマトのみを示した。雇用人数にはイチゴ約 30a の人数も含む

生産組織 経営形態 所在地 設立年次全施設面積 施設数 構成員数 雇用人数
（年） （m2) （棟） （人） 正職員 常時パート臨時パート

（人） （人） （人）
A （有） 栃木県 1995 65,237 3 3 9 35 8
B （株） 広島県 2001 29,568 2 50 0 10
C （有） 福島県 2001 22,600 1 6 24 4 2
D （有） 宮城県 2000 20,736 1 30 3 27
E （有） 栃木県 2000 11,000 1 17 1
F （有） 宮城県 1996 10,000 1 3 14
G 農組 福島県 1990 11,112 2 17 7 10 0
H 家族 宮城県 1997 4,096 1 2
I 家族 栃木県 1979-02 6,741 4 3 6



表５ 個々の栽培施設（トマト）の設備設置状況

間口は１スパンの値で、マイナス値は施設全体の間口を表す。

生産組織 施設形状 被覆資材 間口 連棟数奥行 軒高 面積 複合環境 側窓 妻面 暖房 燃料 攪拌扇 カーテン炭酸ガス冷房 培地 培地
(m) (m) (m) (m2) 制御装置 換気 換気 方式 台数 層数 施用 装置 加温 冷却

A （有） 栃木県 フェンロー型ガラス 6.4 29 170 3.5 31,603 欧州P社 なし なし 温水式 Ａ重油 40 １層 LPG なし なし なし
A （有） 栃木県 フェンロー型ガラス 6.4 39 124 4.0 30,754 欧州P社 なし なし 温水式 Ａ重油 38 １層 LPG なし なし なし
C （有） 福島県 フェンロー型ガラス 8 4.5 22,600 欧州P社 なし なし 温水式 LPG 35 １層 LPG なし なし なし
D （有） 宮城県 フェンロー型ガラス 6.4 30 108 4.0 20,736 欧州P社 なし なし 温水式 Ａ重油 124 ? CO2ガス ? 温水配管 なし
B （株） 広島県 フェンロー型ガラス 8 14 132 5.0 14,784 欧州P社 なし なし 温水式 LPG 140 2軸 LPG 屋根散水 ? なし
B （株） 広島県 フェンロー型ガラス 8 14 132 5.0 14,784 欧州P社 なし なし 温水式 LPG 140 2軸 LPG 屋根散水 ? なし
E （有） 栃木県 フェンロー型ガラス 4？ 11,000 欧州P社 なし なし 温水式 Ａ重油 なし １層 CO2ガス 細霧冷房 なし なし
F （有） 宮城県 フェンロー型ガラス -100 100 4.8 10,000 国産I社 なし なし 温水式 Ａ重油 10 １層 CO2ガス なし なし なし
G 農組 福島県 フェンロー型ガラス -96 72 4.0 6,912 欧州P社 なし なし 温水式 Ａ重油 33 １層 CO2ガス なし なし なし
G 農組 福島県 フェンロー型ガラス -50 84 4.0 4,200 欧州P社 なし なし 温水式 Ａ重油 なし １層 CO2ガス なし なし なし
H 家族 宮城県 アーチ型 軟質PO系 -51.2 80 3.1 4,096 有（不明） 巻上式 なし 温風式 Ａ重油 3 １層 ? ? ? ?
A （有） 栃木県 両屋根型 硬質フッ素系 10 6 48 3.0 2,880 欧州V社 巻上式 なし 温風式 Ａ重油 なし １層 無 なし なし なし
I 家族 栃木県 連棟 軟質PO系 -48 42 2.0 2,016 なし 巻上式 巻上式 温風式 Ａ重油 なし １層 ? なし ? ?
I 家族 栃木県 連棟 軟質PO系 -28 72 3.7 2,016 国産NP社 巻上式 巻上式 温風式 Ａ重油 なし １層 ? なし ? ?
I 家族 栃木県 連棟 硬質フッ素系 -37 45 3.3 1,701 国産NO社 巻上式 巻上式 温風式 Ａ重油 なし １層 ? 細霧冷房 ? ?
I 家族 栃木県 連棟 軟質PO系 -24 42 2.0 1,008 なし 巻上式 巻上式 温風式 Ａ重油 なし ２層 ? なし ? ?



4)栽培概要（栽培作物、品種、栽培方式、育苗・本圃におけるエネルギー・資材の投入量、養

液栽培の方式、培養液の殺菌・除菌方法、給液制御方式）

5)環境制御目標（設定）温度（気温、培地温度（培養液温））

細霧冷房（使用期間、運転方法、設定温度・湿度）、炭酸ガス装置

6)廃棄した植物残さの量（育苗終了時、本圃終了時、廃棄方法）

7)その他、大型施設を使用した感想について記入をお願いした。

(2)調査対象施設の概要

調査した９軒のトマト大規模生産組織の概要を表 4 に示す。経営形態は、株式会社１、有限会

社５、農事組合法人１、家族経営２で、大型施設の建設年次はほとんど 1990 年以降で、経営規

模は約 40a～7ha である。調査地域は、北関東～宮城県が多く、西日本では広島県の調査結果が

得られた。トマト専作がほとんどであるが、１箇所はトマト以外にイチゴとキュウリ、１箇所は

イチゴを生産している。

経営に関わる人数（経営者＋パート雇用者）は、1ha までは 20 人以下であるが、2ha を超える

規模では 30 人～60 人と多くなっている。今回の調査では、４ha を超える大規模経営においても、

１つの施設の大きさが 1ha～3ha のものを組み合わせた運営である。

(3)いろいろな施設規模における構造および環境制御装置導入の実態

各調査箇所の施設１棟ごと（トマトのみ）の施設構造と被覆資材、装備を表 5 にまとめた。

1)施設の形式・形状と被覆資材

およそ 4,000m2を境界にして、それ以下と以上の施設では、形式や被覆資材および換気構造は

大きく区別できる。約 4,000m2より小さい施設では、アーチ型や山型の連棟式で間口が 10m の大

きいものもある。軒高は 2～3m 程度が多いが、新しく設置されたものでは 3.5～3.7m と高くなっ

ている。被覆資材には PO 系軟質フィルムおよびフッ素系硬質フィルムが使われ、ガラスは用い

られてない。それ以上の大きさの施設では、フェンロー型でガラス被覆のものである。間口は 6.4m
と 8.0m の２種類がある。軒高は 3.5m 以上で高く、最も高いもので 5.0m である。

2)換気方式

換気方式は、4,000m2 以下では、側面や妻面に巻き上げ式で換気する方法をとっているが、そ

れ以上では、側面や妻面の換気はなく、天窓のみとなっている。

3)環境制御コンピュータ

約 4,000m2より大きい施設では、欧州Ｐ社のものがほとんどで、国産システムは１件のみある。

大型施設では、施設、装置、制御方法のすべてをひとまとめにして総合的に、実績のある欧州の

方式をそのまま取り入れている実態がわかる。

4)暖房・保温装置

暖房方式は、約 4,000m2より小さい施設では温風暖房で、それ以上では温水式である。燃料は、

大きな施設では LPG を利用しているところもある。カーテンは二層式も見られるが、一層式が多

勢を占めている。

5)攪拌扇

約 4,000m2より大きい施設では、多くが攪拌扇を設置している。面積あたりの設置台数は、各

ファンの性能が異なるのかもしれないが、１台／10a から 10 台／10a とかなり差がある

6)炭酸ガス施用装置

炭酸ガス施用は、約 4,000m2より大きい施設では実施されている。それより小さい施設では回

答は得られていないが、使用されていないと推察される。使用期間は、11 月～4 月頃が多く、設



定値は 450ppm～800ppm くらい。周年利用のところでは、窓開放時は 400-500ppm に設定して

いる。

7)冷房装置

一部で細霧冷房装置（多目的タイプ）、棟上散水（イスラエル製）が導入されているところがあ

る。約 4,000m2より大きい施設においても、冷房装置の設置割合はかなり少ないといえる。

8)培地加温・冷却

培地加温は温水を流す方式がとられているところが１カ所あるが、ほとんど行われていない。

培地冷却を実施しているところはなかった。

(4)大型施設における温度管理と燃料消費量

夜間の最低温度は、家族経営の２件については、12℃と低温気味に管理している。大型施設で

も 14℃～17℃である。昼間の最高温度の回答については、調査した時期の影響もあるかもしれな

いが、管理目標は 22～25℃としているところが多い（表６）。

表６ 各生産組織の管理温度と燃料消費量

投入熱量は、Ａ重油：8,700lcal/L，LPG：11,00kcal／m3として算出

全施設面積には、トマト以外のイチゴ等も含む

生産 経営 所在地 設立 全施設 温度管理 燃料（Ａ重油） 燃料（LPG） 投入
組織名 形態 年次 面積 最高 最低 消費量 単価 金額 消費量単価 金額 熱量

（年） （m2) (℃) (℃) （Kl) (円） (千円） (kg) (円/kg） (千円） (GJ/年)
A （有） 栃木県 1995 69,257 22 14 822 32 26,304 ? ? ? 29.94
B （株） 広島県 2001 29,568 25 15 - - - 900 45 40,500 41.44
C （有） 福島県 2001 22,600 24 16 - - - 673 55 37,000 30.98
D （有） 宮城県 2000 20,736 30-22 17～20 ? ? ? ? ? ? ?
E （有） 栃木県 2000 11,000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
F （有） 宮城県 1996 10,000 23 17 350 30 10,500 - - - 12.75
G 農組 福島県 1990 13,884 23 16 280 8,400 - - - 10.20
H 家族 宮城県 1997 4,096 24 12 65 40 2,600 - - - 2.37
I 家族 栃木県 1979-02 6,741 23 12 160 33 5,306 - - - 5.83
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表 23 各生産組織の管理温度と燃料消費量



燃料消費量は、Ａ重油では 1ha 規模では 250～350kL 程度である。LPG の使用量は、１ha
あたりに換算して約 300kg 前後である。回答の得られた経営体の全施設面積と投入熱量との関係

を図 23 に示す。組織Ａでは面積が約７ha と大きい割には投入熱量が少なくなっているが、これ

は暖房はＡ重油であるが、CO2施用の LPG 量が回答されていないためにエネルギー使用量が過少

な値になっているものと思われる。

(5)湿度管理

欧州Ｐ社の複合環境制御システムが導入されているところでは、湿度目標値を設定して過湿に

なるのを抑制している。これは、温湯式暖房の温水の温度により、自動的に調節されているよう

である。約 4000m2 より小さい大型施設では、湿度の推移は温度管理による成り行きのところが

多いと見られる。

(6)大型施設の利用についての生産者の意識

大型施設を利用した感想について、以下の設問に対する各組織からの回答を示す。

【設問１】大型施設における投入エネルギー（電気代、燃料代）はまだ低減できる可能性があ

りますか。そのためには、どのような方法が有効と思われますか。

・バーナー取り替え（組織Ａ）

・かけすぎているかも｡ 環境悪化防止のためにも必要（組織Ｇ）

・今のところ減らせない。コージェネもだめ。いかに安く買うか（購入方法）が重要（組織Ｂ）

・保温性向上のため カーテン装置改良（改良工事中）。（組織Ｈ）

・昨年できるだけ温度を下げたので限界（組織 F）

・その年の栽培状況によっては、設定温度を下げられる。CO2 の効果的利用による省エネは可

能か？（組織Ｄ）

・カーテン資材を二層にする。環境の悪化に留意。（組織Ｉ）

・施設の大型化（組織Ｃ）

【設問２】大型施設における投入肥料代はまだ低減できる可能性がありますか。そのためには、

どのような方法が有効と思われますか。

・リサイクル循環にする（組織Ａ）

・循環化により節減の可能性あり（組織Ｇ）

・国内調達肥料－輸入に変える？（組織Ｂ）

・循環式への切替を将来考えるべきか？。

最初メーカーのいいなり、購入先を変えて低コスト化（組織Ｆ）

・必要量は与える。低減は考えない。（組織Ｄ）

・点滴灌水で局所に追肥（組織Ｉ）

・100％リサイクル（を目指したい）（組織Ｃ）

【設問 3】小型施設と比較したときの大型施設の利点について感想を教えて下さい。

・作業性よし、環境制御では変化が緩慢（組織Ｈ）

・雇用労力を入れるなり、大型でなければ。家族経営なら小型でよい。（組織Ｆ）

・大型は作業しやすい。休みが取れるようになった。若い人の勤めに適している。小型ハウス

は、稲作育苗によい。（組織Ｄ）

・夏の温度が下がる 作業環境（組織Ｉ）

・エネルギーの低減、作業の効率化（組織Ｃ）



【設問４】小型施設と比較したときの大型施設の問題点について感想を教えて下さい。

・コスト高（組織Ｈ）

・廃棄物処理 残さは燃焼（組織Ｅ）

・冬の温度の上がりが遅い（組織Ｉ）

・温度の均一化（低温期） 循環扇が対称の・・・ （組織Ｃ）

【設問５】小型施設と比較したときの大型施設の労働環境について感想を教えて下さい。

・作業改善できた 作業環境がよくなった（組織Ｉ）

・非常に良い（組織Ｃ）

(7)大型施設の調査のまとめ

今回調査した８件のトマト大規模生産組織の調査の結果、現在の大型施設のタイプについては、

１つの施設面積が約 4,000m2 を境にして、施設の構造や装置などが大きく分かれていることがわ

かった。約 4,000m2 より大きい施設では、環境制御システムはほとんど欧州Ｐ社のものが導入さ

れている。これ以上の大型施設を導入しているところでは、欧州式の環境管理方法、養水分管理

方法、整枝等作業管理方法をそのまま導入して、修正していく方法をとっている。大規模生産施

設を展開中の大手トマト会社では、総合的な管理・運営方法が合理化されてマニュアル化できて

いると見られるが、その他の国内の環境制御メーカー、栽培システム提供メーカー、独法農試、

公立農試では、栽培実績もなく合理化の提案ができる状態にはない。現在の約 4,000m2 より大き

い施設の構造・装備・運営方法は、家族経営の規模拡大では対応できないことから、今後、家族

経営＋雇用で大規模化が図れるようなハードウェア（低コストな施設・装備）、ソフトウェア（大

型栽培管理・運営方法）の構築が切望される。

８．おわりに

施設栽培における省力化・低コスト化は、初期設置コストおよびランニングコストの両面にお

いて、大型施設の利用を前提とすることで、大きな発展が期待できる。初期設置コストの低減に

ついては、施設本体および環境制御装置の低コスト化は、上記のように実用性の高い技術開発が

行われており、実用モデルの提示が間近である。しかし、栽培装置関連については、残念ながら、

まだ大幅な低コスト化を達成できる新技術は見あたらず、今後、栽培装置・管理技術において、

画期的な合理化・低コスト化技術の開発と体系化が必要である。

なお当日は、大型施設における気象環境制御技術について、さらに解説を加える予定である。
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２．施設野菜の高温期のストレスの特性
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はじめに

ハウスの周年有効利用を進める上で、最も障害になるのが夏季の高温である。作物には生育適温が

あり、それを越える高温では様々な障害が起きる。筆者らはトマトを今年４月に定植し夏にかけてハ

ウス内でロックウール養液栽培により栽培した。そこで障害として現れたのが、花粉稔性低下、障害

果（尻腐れ果・裂果・チャック果・乱形果・空洞果・日焼け果）の発生であり、盛夏になり高温が続

くと、着果不良、葉のロール現象、芯止まり、葉先褐変化、生長点枯死、段飛び、などが起きた。こ

れらの様々な要因により正常果実の収量は減少した。またそれぞれに品種間差異もみられた。作物の

障害は温度のみならず複合的な要因でおきるため、全ての現象が高温が原因であるとは言い難い面も

あるが、高温期には様々な障害が現れやすいのは事実である。ハウス内が高温になることは労働環境

がきつくなり作業者に大きな負担をかけることはいうまでもなく、軽労快適化対策も必要である。し

かし本項では施設園芸の総合的な問題としてではなく、栽培する作物側（ここではトマト中心に）で

問題となる障害について説明する。トマトでは高温期に、上に列記したような様々な障害が生じるが、

このなかでも特に花粉稔性低下、着果不良、また障害果として特に発生が問題である尻腐れ果と裂果

について説明したい。また、夏期高温下における施設内での対策技術について説明したい。

農業上問題となる高温

ここで扱う高温は、ハウス内において植物の生育に影響を及ぼす３０℃以上の温度をいう。後に示

すように研究によっては４８℃のような高温で試験を行う例もある。トマトの生育適温は、品種によ

り異なるものの、昼温２５－３０℃、夜温１０－２０℃の範囲であり、３０℃を越えると色々な障害

が起きる。初夏でも晴天日に換気が行われずハウス内の気温が一時的に４０℃をこすと茎頂部分が萎

れて茎頂や葉先が枯死するなどの突発的な障害が起きるが、正常に換気がなされていれば、短期的に

３０℃を越えてもすぐに障害が起きることはあまりない。問題となるのは、初夏から夏季における長

期的なマイルドな高温である。実際には高温下におかれる期間が問題であり、期間が長期間に渡ると

障害発生が増加する。また、場合によっては高温状態に適応するように変化が起きる高温馴化のよう

な現象も起きる。高温馴化については、形態的には葉の角度の変化、生化学的には適合溶質の発生や、

抗酸化物質の蓄積などで説明される場合があるが、収量性に関連するような高温馴化については試験

的な再現性が難しく明確でない点も多い。また、高温の期間とそれにより生じる障害の程度に関して

は、事例的には説明されるものの、試験設定も難しいため再現性のある明確な結果を得るのは難しい。

花粉稔性低下と着果不良について

色々な作物においてもっとも高温感受性が高く障害が現れやすいとされているのが、花粉である。

作物では開花前１０日前後の高温は花粉発達過程に影響を与え不稔花粉を生じる（Suzuki et al.,

2001a）。トマトでもこの時期が高温に対して感受性であり、花粉稔性が低下する（Sato et al., 2002）。

この時期は小胞子初期にあたり、周囲のタペート細胞から小胞子へ養分が盛んに送られる時期であり、



組織学的な知見では、そのタペート細胞の小胞体に異常が観察されている（Suzuki et al., 2001b）ト

マトでは平均気温が２８℃を越えると花粉稔性が低下するとされている。不稔花粉が多いと葯の裂開

にも影響を与える。トマトでは葯内に残った花粉の発芽率が低いことが示されている（Sato and Peet,

2005）。正常な花粉も開花期の高温により発芽が阻害される。花粉発芽や花粉管が伸張しているとき

よりも、花粉が成熟する開花直前の方が高温の影響が大きく、最終的に成熟できないため発芽阻害や

花粉管伸張阻害が起きる。花粉稔性低下と花粉管伸張阻害により不受精となり着果できず落花する。

トマトでは花粉稔性が低下する低温や高温の場合に着果させる方法としてオーキシンやジベレリン

などのホルモン処理が行われ、トマトトーンなどが市販されている。これにより、通常の作物では高

温の一番の障害となる花粉形成の問題を回避できる。また近年、ルネッサンスやラクーナファースト

などの単為結果性品種も開発されている。

夏季高温下のハウス内ではホルモン剤を使用しても着果不良は観察される。Peet ら(1997)は、トマ

トの雄性不稔系統を色々な温度設定（２２－３２℃）のチャンバーに入れて、通常個体から得た正常

な花粉を交配して高温の影響を調査した。その結果、平均果重、花数は温度により変化は見られず、

着果率、植物あたりの果実重及び果実数は高温により減少した。トマトでは３０℃以上の高温では花

器形成、花粉及び胚珠形成、柱頭伸張、花粉発芽、受精、種子形成、全ての過程で影響を受け、着果

が悪化する単一要因を特定するのは困難であると指摘している。Sato ら(2000)は長期のマイルドな高

温処理（３２／２６℃）の影響を耐暑性品種と感受性品種で調べている。一時的に適温（２８／２２℃）

に戻す期間が長いほど着果率や葯からでる花粉数は増え、両者には強い関係がみられた。花粉数や、

光合成速度、夜の呼吸量は着果を制限する要因ではなく、光合成速度は高温でやや落ちたが品種間差

異は見られなかった。夜の呼吸量は高温になると増加したが、適温下では感受性品種の方が少なく、

高温下では感受性品種と耐暑性品種とは同じくらいであった。着果率の減少程度は呼吸量の増加程度

より大きく、呼吸量に限定されているわけではないと示唆している。

夏季では高い夜温により、昼の同化産物を夜の呼吸により消耗するため生育が悪化するのではない

かという仮説があるが、昼夜ハウス内のトマトの呼吸と光合成を長期に渡りモニタリングし、生育量

を解析したデータはとれておらず、実際に現場において詳しく調査されている例はない。光合成と呼

吸もそうであるが、生育には温度以外の光やCO2、水状態、植物体のステージなど様々な要因が関わ

り、品種によっても反応が異なるため、夏季の収量減少を物質生産からクリアに説明することが難し

いのが現状である。

尻腐れ果発生について

尻腐れ果の発生は高温のみならず、低カルシウム、低リン、高マグネシウム、高窒素、高カリ、高

塩類濃度（高EC）、乾燥、湿害、低湿度、強光などでも起きる。以上のようなストレスによって生育

のバランスが崩れたときに生じ、生じた果実は収穫できず収量減の要因となる。尻腐れ果は古来より

カルシウム不足が原因とされてきたが、一方で果実のカルシウムレベルに差異がみられないことや、

カルシウム以外のミネラル濃度を変えても起きること、環境ストレスによる尻腐れの場合のカルシウ

ムの役割が不明瞭な点もあり批判もあった。近年、カルシウムについて細胞内の役割が次第に明らか

になりつつあり、改めてカルシウムとの因果関係について再評価されている（Ho and White, 2005）。

尻腐れは急速に生長する部位での局部的なカルシウム不足とされる。筆者らの観察では、トマト果

実の尻腐れ部位では細胞膜の痕跡にカルシウムの沈殿が見られず、尻腐れ部位に近づくにつれて、細

胞膜上の沈殿が減少することから、尻腐れ果による細胞崩壊は、細胞膜上のカルシウム不足が原因で

あると示唆された（Suzuki et al., 2003）。



細胞肥大は膨圧によっておきるが、カルシウムは細胞肥大に役割を果たしていて、アポプラストの不

十分なカルシウム濃度は過度の細胞肥大を引き起こす。そのため尻腐れ部位では細胞の変形が見られ

た。細胞膜や細胞壁の新しい物質の結合にはカルシウム依存で進行することが示されている。

カルシウムはカルシウムチャネルを通して細胞内へ流入する。チャネルは活性酸素の存在で誘導さ

れ、果実肥大期にはオーキシンとジベレリンでも誘導される。液胞内のカルシウム濃度は細胞質内よ

り高い。液胞へのカルシウムの移動が細胞質への供給を上回るときにカルシウム欠乏が生じる。細胞

質から液胞へカルシウムを送るプロトンーカルシウムアンチポーターを過剰発現させた植物の葉は十

分なカルシウム濃度にかかわらずカルシウム欠乏の兆候を示し、これらの兆候は低い細胞質 Ca2+ま

たはアポプラストCa2＋の結果で生じていると考えられる。

細胞膜ではカルシウムは脂質に結合している。カルシウムがないと膜はルーズになり溶質の流失が

起きる。膜の崩壊は早い兆候として起き、尻腐れ果実で崩壊する細胞を囲んでいる壁や細胞膜でカル

シウムの低下が顕著に起きる。果実先端部のアポプラスチックのカルシウム濃度と尻腐れ果の発生と

は強い負の相関がある。カルシウムやストロンチウムなど細胞膜を安定化するカチオンの肥大初期の

果実へのスプレーによって尻腐れ果発生は減少することが示唆されている。

細胞質 Ca2+の変化は細胞発達をコントロールしており、カルシウム欠乏は異常な細胞の発達の原

因となる。カルシウム欠乏は細胞壁の弱化を引き起こす。細胞質 Ca2+は細胞肥大を生化学的を調整

しているので、カルシウム欠乏は細胞肥大にも影響を及ぼす。カルシウムイオンは細胞膜の浸透性を

調整しているため、欠乏は細胞からの溶質流亡と細胞死をおこす。以上のように、カルシウムイオン

は細胞内で重要な役割を担っており、欠乏は複合的に障害を引き起こす。

細胞内のカルシウムの役割が徐々に明らかになっているものの、カルシウム濃度の異常により尻腐

れがおきるということは仮説にすぎない。局部的に細胞質 Ca2+濃度が通常の細胞と尻腐れになる細

胞の間で異なることを確かめること、試験的にカルシウム濃度を操作し尻腐れ発生に与える影響など

を調べる必要がある。また in vivo での尻腐れになる果実の細胞を認識する方法も必要となる。これ

には尻腐れに関連する細胞で単独で発現する特異的な遺伝子の同定が必要となりマイクロアレイなど

で調べることが重要となる。そして適当な遺伝子が見つかれば、その遺伝子のプロモーターをつかっ

て尻腐れの発生する細胞のみで GFP などのマーカーを発現させたりして利用できると指摘されてい

る。尻腐れの発生におけるカルシウムの関与の正確なメカニズムが研究できると期待される。

一方、カルシウム－尻腐れ果発生－環境要因との関連は細胞レベルでの説明には至っていない。導

管内のカルシウムの移動は水に伴っており、水の上昇を妨げる要因、極端な根域温度、酸素不足、乾

燥、高浸透圧ストレス、などがカルシウムの流動を妨げ尻腐れを発生するとされる。相対的に高い葉

への導管流のため、果実への導管の発達が阻害され、果実へのカルシウム流入を防ぎ尻腐れが発生す

る。高温により果実肥大が促進され、強光により葉の光合成が促進されて果実への同化産物の流入が

増加する場合、カルシウムが必要な果実先端において尻腐れが起きるとされている。水の吸収と移動

に関して水チャネルなどが盛んに研究されており、今後、以上のようなことのメカニズム解明が期待

される。

裂果発生について

裂果発生も高温期に多く問題となっている。ヒビの入り方には色々あるが、表皮のクチクラ層及び

表皮細胞の間が裂け、ひどいものになると果実の半分以上亀裂を生じる。細胞肥大に伴い表皮のクチ

クラ層も拡大してゆくが、裂果ではそのバランスが崩れ、表面に亀裂を生じる。裂果発生は気象要因

に大きく左右され、高温、高湿度、日較差大、強日射、果実への直射日光、CO2 濃度などが発生に影



響を与える(Dorais et al., 2004)。また、品種によっても発生に差異があり、小玉の品種や、表皮が硬

い品種などでは発生が少ない。しかし、遺伝的な解析では裂果は多数の遺伝子によって支配されてお

り、裂果は育種的には扱いが難しい形質である。耕種的な要因としては、着果負担低、ソース／シン

ク比大、低頻度・多量の灌漑、塩類バランス、低ＥＣなどが裂果を引き起こす。対策としては、裂果

しにくい品種を使用する、環境制御により裂果が発生しやすい条件を緩和する、果実への急激な水分

流入を緩和するために果房あたりの着果数を多めにするなどが考えられる。また、果実に直射日光が

当たるのを避けることや、ホウ素・カルシウム混合液を葉面散布することも有効であるとされている。

裂果に関しては、いまだ不明な点が多いため、今後より詳細な研究が必要である。

高温ストレスの感知

高温対策ではハウス内の気温を正しく測定することが基本となる。日中の気温はシェルターを利用

しないと過度に高い値を示す。実際の生産現場では温度計の設置条件により示す温度が異なるため、

それを基準に何度で障害が発生するかは各個人の経験によるところが大きくなる。

高温ストレスの測定法として、基本は生育や収量の比較である。花粉稔性調査など障害発生程度を

比較することも有効である。それ以外にも植物生理に基づき各種方法が検討されている。簡易法とし

て広く用いられているのが、細胞からの電解質の漏出量を調べる方法である。種間差異などは本方法

で比較的正しく現れる。しかし筆者らが行った研究では、高温に作物が馴化したためか、適温の方が

高温よりも漏出が多い値を示す結果となり、生育温度に対して高い正の相関はみられないこともあっ

た。また、近年、明条件でもクロロフィル蛍光を測定できる装置が開発され、それにより高温耐性が

評価されている（佐藤ら 2002）。呼吸やストレス耐性に関する酵素活性を測定する方法なども検討さ

れているが、簡易とは言えず一般化していない。植物体の吸水量をモニタリングし、その変化を解析

することなども、植物の状態を知る上で有効であると思われるが、個体レベルで簡易に測定できる方

法は少ない。各種遺伝子の発現によっても評価が可能であると考えられるが、遺伝子発現を植物の生

育判断に使用するような応用研究は少ない。この他、サーモグラフィーによる葉の温度と蒸散量の変

化、ハイパースペクトラル・イメージシステム、UV レーザーイルミネーション、マイクロウエーブ

イメージングなども研究されている（Chaerle and Van der Straeten, 2000）が、特殊な機器が必要

なため生産現場で使用されてはいない。今後、対策技術の開発の効率化のためにも、簡易にストレス

を感知する方法が望まれる。

耐暑性に関する分子生物学的アプローチ

これまで述べてきたように植物の生育に温度は大きな影響を与えることは言うまでもなく、温度と

植物の反応を調べた試験は数多くある。生理分野の試験の中には、培養細胞、カットした葉、収穫後

の果実を対象に細胞内の反応を調べた研究も多い。高温に対する反応として顕著であるのがヒートシ

ョックプロテイン遺伝子の発現である。ヒートショックプロテインは高温によるタンパク質の変性を

修復する分子シャペロンの役割を果たしている。トマトのミトコンドリア型スモールヒートショック

プロテイン遺伝子を過剰発現させたタバコでは、野生型は４８℃２時間の処理で枯死するが、組換え

体は枯死しない（Sanmiya et al., 2004）。この他、活性酸素除去に働く酵素、細胞膜の脂質組成に関

連する酵素などを組み換え、熱に強い植物が作られている(Iba, 2002)。

一方、筆者らが夏季の高温下で栽培したトマトの各系統において、花粉稔性と花器におけるスモー

ルヒートショックプロテイン遺伝子の発現量の関係を調べた結果、花粉稔性が低下した系統で発現が



多かった。一般に利用されている耐暑性品種において、ストレス対応するこれらの酵素に特徴的に活

性が高いというような明確な結果は得られていない。有用遺伝子を導入し組換え体を利用する対策は、

現状では試験自体が屋外で行うことも困難なため、農業生産に利用できるようになるには、まだまだ

時間がかかるものと思われる。

高温対策技術について

作物側での高温対策技術としては耐暑性品種を用いることである。現在の日本の夏向きの品種は高

温で生じる障害におおむね強い傾向を示すが万全ではない。海外の品種では収量は高いが食味が悪い

など問題がある。日本の気候に適した品質もよく耐暑性品種の開発が望まれる。万能な品種開発には

乗り越えなければならないハードルが多い。

品種で解決できないところは、作型や環境制御技術で補う面が大きい。生殖生長以前の栄養生長期

及び受粉が終わった後の果実肥大期は比較的高温に強い。ハウス促成栽培の場合では、定植時期を８

月下旬に早めたり、摘芯を遅らせて７月に収穫を行ったりすることが検討され、一部農家で導入され

ている。

また、１段栽培や低段栽培では長段トマトと比較して樹が若く元気であり、摘芯後、ストレスをか

けることで夏季でも比較的高糖度のトマトが生産できる。低段密植栽培において、閉鎖型育苗装置を

用いて苗を作成し、適切な二次育苗を行えば、開花時には低段の花芽形成が終わっているため、段飛

びや、花数が減少することがなく本圃での栽培に移動できる。初期に適切に肥大が行うことができれ

ば夏期の栽培方法としてはかなり有望な方法である。ハウス内の機械化が進み、トマトのベンチ自体

が移動し、クーラーが効いた作業所にトマトが本圃から移動し、作業者はその中で作業できるように

なる、あるいは機械収穫できるようになれば、作業の面からもメリットがおおきい。まだ、そのよう

なシステムは実現されておらず、今後、様々な研究開発に取り組む必要がある。

施設での高温対策技術としては、冷房、細霧冷房、パットアンドファン、遮光資材の利用、根域冷

却（培地冷却）、冷水器利用、散水によるガラスの冷却、換気効率の改善、高軒高ハウス、フルオープ

ンハウス利用等がある。温室内部を冷房することは高価であり、研究機関や一部観光施設しか使用さ

れていない。

現在のところ日本の施設内の冷房方法として、一番有効であるとされているのが、細霧冷房である。

細霧冷房は，機械式の冷房と比べてコストが低く，理論的には温室内の気温を湿球温度まで低下でき

る。実際に温室内の温度は細霧冷房が働くと直ちに低下する。一方、湿度は直ちに上昇し、作業者に

とっては不快感が増加する。日本の施設内の細霧噴霧は運転と停止を繰り返すことが多いため、温度

および湿度は上下を繰り返す。また、噴霧した霧が直ちに蒸発するような条件の下ならよいが、ほと

んどの場合、細霧ノズルの付近では作物も人も濡れることが多い。このため、作物や人が濡れないよ

うな研究が行われている。ファンの導入や、濡れセンサー利用、湿球温度を利用した制御方法の開発

などが行われている。またノズル自体の改良も進んでいる。湿度上昇を下げるためには換気を行うこ

とになり、冷気も換気されるため、有効な換気方法も課題である。今後、連続的に噴霧でき有効に気

温を下げるような制御方法の開発が望まれる。

パットアンドファンはイスラエル生まれの技術であり乾燥地で有効な技術である。アリゾナの砂漠

地域では湿度が大変低いため、外気温が４０℃であるにもかかわらず、パットアンドファンを利用す

ることで温室内は２５℃前後に制御できる。換気もする必要がないため CO2 施肥も有効で、周年に

わたりトマトの高生産を実現している。

夏期高温下の温室内は、トマトのような背が高い作物を栽培していると、作物の盛んな光合成のた



め CO2 濃度が極端に低下し、外気の CO2 濃度よりも低下する場合がある。この CO2 低下も作物の

生産性を低下させる要因である。これまで、夏期に CO2 施肥する場合、窓を閉じた場合は気温が上

昇し、天窓等を開けた場合は、CO2 が逃げてしまうというジレンマがあった。近年、外気とハウス内

のCO2 濃度を一緒にすることで、CO2 の見かけの移動を無くし、CO2 施肥するという研究が進行中

である。理論上は施肥した CO2 はすべて作物に吸収されることになり、温室自体を巨大な同化箱の

ように見立てることが可能なため、色々なモデル研究としても期待される。

遮光については気温自体を低下させる効果は少ないが、植物体温上昇や、強光による障害を抑制す

るため植物に対するストレス軽減となる。作業技術的には、細霧冷房は不快感が増加すると答える作

業者がいるが、遮光は作業者の不快感を軽減させる効果が大きい。作業者にはよいものの、作物によ

っては強度の遮光は光合成を阻害する要因となるため、適切な遮光方法が必要である。トマトの場合、

果実に直射日光があたることで、裂果や着色不良果の発生を助長するので、適切な遮光は障害果の抑

制技術にもなりうる。

近年、赤外線吸収剤をフィルム内に混ぜ込むことで、ハウス内への熱線透過を抑制する、いわゆる

熱線カットフィルムも販売されている。夏期には大変有効であるが、冬季には必要ないため、張り替

える必要があり、大型ハウス等では利用方法を検討しなければならない。また、まだまだ値段が高価

なため、将来的に安価な赤外線カットフィルム等が開発されることも期待されている。

養液栽培で冷却水を使用し根域を冷却することで、通常では夏には困難な葉菜類の栽培が可能とな

る。冷却装置の能力と値段が問題である。

蒸発冷却法を用いた栽培ベッドの冷却方法も検討されている。屋根を散水により冷やすことが行わ

れているが、ガラス面に光触媒をコートすることで散水効果を高める試験もなされている。

夏季では、防虫ネットを張ったハウスが望ましい。屋根部分にガラスまたはフィルムを使用する場

合、軒が低いとハウス内が高温となるため高軒高ハウスが有効である。この他、養液栽培の場合では、

培養液の溶存酸素を高める対策がとられている。土壌で栽培する場合でも有効であるとの例も示され

ている。しかし、筆者らが用いたところ、低溶存酸素条件を回避するためにエアレーションすること

は大変有効であるが、高溶存酸素水を利用しても生育に格段の影響を及ぼすことはなかった。作物に

よっては高溶存酸素水により生育が阻害された例もあるようで、使用においては注意を要する。

夏期高温対策術はいずれにおいても導入コストがかかるため、経済的な面を考慮にいれて、すべて

の技術を導入するのではなく、有効な複数の技術を導入し高温対策にあてているところが多い。しか

し、それぞれの技術について作物の生育や収量における効果について理論的に解析した結果はあまり

なく今後の課題である。
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３．養液栽培における肥料成分の量的管理法

野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム

中野 有加

１．はじめに

施設栽培面積は減少に転じているにもかかわらず、養液栽培の施設面積は年々順調に増加し、

2003 年統計で約 1,500 ヘクタールとなっている（図 1；農林水産省食品流通局野菜振興課、2005）。

養液栽培は、複雑な系である「土」を用いないため、連作障害や土壌伝染性病害の発生を回避し

やすく、肥培管理をマニュアル化しやすいという利点がある。養液栽培は、雇用労働を前提とし

た大規模栽培に向いた栽培方式である。昨年 9 月に農地利用規制の緩和により会社法人の参入が

可能となったことから、今後も大型生産施設を中心に養液栽培面積は増加していくと思われる。

養液栽培では、培養液の成分組成や濃度、給液量、給液回数などを変えることによって、作物

の生育を制御できる。しかし実際には、培養液濃度を一定にする濃度管理法が一般的である。濃

度管理法は、作物に対して常に肥料成分を過剰に供給するため、‘ぜいたく吸収'により葉が過剰

に繁茂し、生理障害の発生や生産物の品質低下がみられることも多い。さらに、余剰培養液の排

出による環境負荷（例：かけ流し式ロックウール栽培トマトでの 1 年間の廃棄培養液量は 181

m3/10 a（礒崎ら、2006））が問題となっている。平成 11 年に、環境基本法に基づく環境基準項

目に「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が追加され、硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の環境基準（10

mg/L）超過井戸数は、増加傾向にある（図 2；環境省水・大気環境局、2005）。平成 14年度まで

に汚染が判明した事例のうち、推定された汚染原因の約半数が施肥となっている。また、霞ヶ浦

や琵琶湖などの指定湖沼の水質改善が進まないため，2005 年 6 月に「湖沼水質保全特別措置法の

一部を改正する法律」が成立し、農地・市街地からの流出水対策措置を進めることになった。こ

のように農地からの養分排出について監視の眼が厳しくなろうとしている。すでに一部の県では、

養液栽培施設からの排液中の N濃度を規制している。一方、野菜の単価が下落しており、生産者

の生産費に占める肥料コストの割合も増加してきている。このため、精密に生育を制御でき、肥

料施用量を削減できる培養液管理法として、｢量的管理法｣の開発が進められている。

２．量的管理法の研究の現状

「濃度管理法」では、培養液の濃度変化を小さくすることを目標とする。そのため、作物の吸

収特性に応じた処方（山崎、1981）を用い、導電率（EC）を測定して、肥料原液を添加する。こ

の濃度管理法は、①培養液中の肥料成分の濃度全体を指標とするため、各成分の濃度や組成の変

化を把握することができないこと、②過剰に存在する肥料成分のぜいたく吸収により栄養成長と

生殖生長のバランスが崩れ、収量・品質の低下を引き起こしている可能性があること、③長期間

の栽培において植物体に吸収されにくい Na等の成分がシステム内に蓄積し、作物の生育を阻害す

るおそれがあること、などの問題が指摘されている。実際栽培においてはこれらの問題を回避す



るため、湛液水耕や NFT では培養液の交換が、固形培地耕ではかけ流し管理が行われる。

一方、作物に与える肥料成分を濃度ではなく量として管理する「量的管理法」が提唱されてい

る（図 3）。同様の手法は、「定量施与法」「日施用法」などとも呼ばれ、名称は統一されてい

ない。海外では特に厳密な呼称はないが、広く“restricted supply”や“relative-addition rate

nutrient-dosing system”などと言われる。これまでになされた研究により、①作物は、培養液

中の窒素やリンなどの成分を広い濃度範囲で吸収できること（丸尾ら、2002）、②肥料の投入量

を削減でき、培養液の廃棄による肥料の無駄や環境への負荷が少なくなること（Pardossi ら、2002

；寺林ら、2004）、③葉菜類では収穫物の硝酸含量を低くできること（Buwalda ら、1999；Walker

ら、2001）、④果菜類では茎葉の過繁茂を防ぎ、収量や品質が安定すること、が明らかとなって

きた（景山、1991；中野ら、2006）。

量的管理法においては、養水分吸収に影響する気象条件、品種、作型など様々な要因を考慮し、

必要十分な量の肥料成分を適期に供給できるかどうかがポイントとなる。まず筆者らは、「濃度

管理法」と「量的管理法」がトマトの成長および収量に及ぼす影響を、冬季および夏季の湛液水

耕栽培（品種：ルネッサンス）により明らかにしようとした(図 4；中野ら、2006)。「量的管理

法」では、組成や施用量は今までの他の報告を参考とし、EC に関わらず、培養液原液を毎朝一回

供給した（図 5）。供給量は少、中、多と 3 段階に変え、それぞれトマトの吸水量を指標として

生育段階に応じて調整し、適正な範囲を明らかにしようとした。その結果、量的管理・中量区で

は、S 以外の肥料成分の施用量が対照区の 53～66％（冬季）および 73～77％（夏季）に削減され

た（図 6）。量的管理法の少量区と中量区では、定植 1ヶ月以降、培養液中の N濃度は 10 ppm 以

下、P 濃度は 3 ppm 以下で推移した（図 7）。施用量が多いほど、多量要素の吸収量が大きかった

（表 1）。N吸収量が多い区ほど葉面積が大きかった（図 8）。一方、総収量は、冬季には 12～26

g／株、夏季には 15～20 g／株の N 吸収量の範囲では変わらなかった。したがって、Nを多く吸収

した濃度管理区では、葉の成長が旺盛で相互遮蔽が大きくなったのに対し、量的管理区では、受

光態勢に優れた乾物生産効率の高い草姿となっていた。冬季の糖度は量的管理区で 5.4～5.6％と

濃度管理区の 5.2％よりもやや高く、アスコルビン酸含量は、両時期ともに量的管理区で濃度管

理区よりも多かった（冬季で 20～30％、夏季で 11～16％増加）。量的管理法における果実品質の

向上は、受光態勢に優れた草姿による十分な光合成量と、果実への光照射の増加に加え、低 N状

態により果実への炭水化物の転流が促進されたためと推察される。この実験から、ルネッサンス

での適正な窒素施用量は、吸水量が 1 日当たり 0.5 L／株程度の生育初期では 50 mg／株、その後

吸水量の増加に応じて増量し、最大 130 mg／株と考えられた。

次に、栽培する品種を変えた場合にも量的管理法が適用できるかどうかを調べた。実験では、

ルネッサンス、エレガンス、桃太郎ヨークの 3 品種を栽培した(図 9；中野ら、2004)。品種によ

って肥料成分の吸収速度や、葉、茎、根、果実への分配割合に違いがあった。それぞれの品種の

成分吸収特性に合わせた量の肥料を施用するためには、主な品種を特性毎にグループ分けし、さ

らに詳しく比較する必要がある。

量的管理法により生育制御を行うためには、肥料の施用量を栽培条件（作型、品種、生育ステ



ージ、気象環境）に応じて変える必要がある。もっとも変動の大きな条件は気象環境であり、施

設内の光、温度、湿度は季節や時刻によって異なる。窒素（N）は光合成産物（C）との相対的な

バランスによって作物の成長に影響を及ぼすことが知られている（図 10）。濃度管理法では、N

は過剰に供給され、葉の旺盛な成長を促すが、相対的に C よりも多いため、余剰分は茎内に貯蔵

される。この貯蔵 N は、N の供給を止めた場合にシンクへと転流されるが、その量および速度は

限られている（Le Bot ら、2001）。一方、量的管理法では、N を制限するほど、葉で合成された

C が余る。余剰の C は茎葉よりも根へと多く分配され、根の伸長が旺盛となり、N 吸収を増やそう

とする。もし量的管理法で曇雨天が続けば、C の不足により個体全体の成長が抑制され、施用し

た N は吸収されず蓄積する。すなわち、量的管理法では C に見合う量の肥料成分を過不足なく供

給する必要がある。

実際の栽培管理においては、なるべく培養液の成分分析に頼らない管理指針を作ることが望ま

しい。これまで、トマトの生育制御のための管理指標として、予め調査した N および P の平均吸

収速度（寺林ら、2004）、葉面積指数（細井・細野、2005）、日射および飽差（チャンシーティ

スチャートロンら、2003）などが検討されている。これらの指標は、肥料成分の施用頻度を決め

る上でも重要である。前述の指標に基づく施用頻度は、それぞれ、2 週間、1 日 1回、1 日数回で

ある。著者らは、1 日 1 回の施用を行う場合で、植物体の茎径や葉長、培養液中の硝酸イオン濃

度、吸水量などについて検討した（中野ら、2005）。その結果、吸水量はデータの蓄積による上

限設定の必要があるものの最も使用しやすい。また、窒素濃度は施用の過不足を確実に防ぐため

にも有効であった。茎径・葉幅は、生育初期に限って有用な指標であることが明らかになった。

量的管理法においてどこまで精密な制御を目指すかということは、栽培する作物の反応がどの程

度敏感であるか、施設の環境制御設備がどの程度備わっているか、によって決まる。これらをふ

まえて、トマトにおける簡易な制御方法として、吸水量の変化に応じて施用量を調整し、RQフレ

ックスなどを用いた成分分析を行い“吸い残し”による無機成分の蓄積を防ぐ、という手法が有

効と考えている。

３．量的管理法の今後の方向性

以上のように、量的管理法はまだ新しい技術であり、実用化に向けた試験や実証が必要である。

今後の課題として、①低濃度となる肥料成分の吸収効率を調査し、生育ステージ毎の各成分の最

低必要濃度および適組成を明らかにすること、②「量的管理法」と果実の食味との関係を明らか

にすること、③水耕のデータを固形培地耕に応用し、実用規模においてその有効性を確認するこ

と、があげられる。

まず、各肥料成分の濃度については、かなり低濃度でも十分に吸収されうる成分（N、P、K）と、

数十 ppm の濃度が必要とされる成分（Ca、Mg）(細井ら、2005)について、さらに検討を要する。

量的管理では、原則として培養液 EC と pH の調整は行わない。しかし、日常のチェックとして EC

と pH の値を測定すれば、各成分の推移をある程度知ることができる。現在の環境では、肥料成分

の圃場でのモニタリングは難しく、依頼分析も頻繁に行えないため、EC や pH を目安にすること



も有用であろう。

それから、量的管理法は、施肥量の低減と収量の確保のみではなく品質の向上についても可能

性がある。単肥配合による各肥料成分の量的管理によって、根へのストレスと生産物の品質との

関係について、解析が必要である。

また、湛液水耕における量的管理法の実験データをもとに、現在、固形培地耕への量的管理法

の適用を進めている（図 11）。固形培地耕は、通常の濃度管理法においても、〈無機成分の施用

量＝培養液濃度×給液量〉であるため、実質的には量的管理法となっている。しかし、実際には、

給液および排液のECと量を把握するのみであり、ある期間に何gの無機成分を作物が吸収したか、

という面からの考察はあまりされていない。また、濃度管理法では肥料と水の供給は切り離せな

いため、培養液濃度を濃くしたり薄くしたり、という操作が行われ、管理を分かりにくくしてい

る。そこで、量的管理法では、肥料と水の制御を分け、水分は十分に供給し、肥料成分は作物や

培養液の指標に基づいて供給することとした。夏季における予備試験では、施用量の調節により、

水耕栽培と同様、草姿制御が可能であることが分かった。

最終目標は、栽培者が意図する収量と品質を得るために作物が必要な成分量を把握し、それに

基づいた肥培管理プログラムを作成し、生産者が扱いやすい「量的管理法」を実用化することで

ある。基本的にはいずれの作物でも量的管理法の利用ができるため、今後の研究の発展が期待さ

れる。
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図 2 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準（10 mg/L）超過井戸数の推移
（環境省水・大気環境局．2005．平成 16 年度地下水質測定結果）

図 1 養液栽培施設の方式別設置実面積の推移
（農林水産省食品流通局野菜振興課．2005．園芸用ガラス室ハウス
等の設置状況（平成 15 年産））
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図 3 「濃度管理法」と「量的管理法」の違い

「濃度管理法」は、培養液の EC が低下したら、追肥を行う。過剰に養分が供給され
ることにより、草姿制御は難しく、過繁茂による収量低下もおこりやすい。

「量的管理法」は、目標草姿にするために必要な養分のみを供給する。供給量が必
要かつ十分な量かどうかがポイントとなる。

図 4 「濃度管理法」および「量的管理法」で栽培したトマトの様子
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図 5 「量的管理法」を用いた水耕用培養液管理装置の摸式図
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表 1 「濃度管理法」と「量的管理法」で栽培したトマトの養水分吸収量

図 7 「濃度管理法」と「量的管理法」における培養液中の
窒素濃度の推移
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図 8 「濃度管理法」と「量的管理法」における窒素吸収量の違いによる総収量、
葉面積

図 9 「量的管理法」で栽培したトマト品種の草姿
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図 10 培養液管理（窒素の施用量）と光環境による作物の反応

図 11 固形培地耕への量的管理法の適用
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４．施設栽培管理の作業技術の合理化手法

野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム

大森弘美

１．はじめに

施設生産においては、周年的生産や高商品化を指向する場合が多いため、労力も多投される。

また、施設内作業は、閉鎖的な室内で行われるため、温熱環境が不良であったり、作業空間の制

約により作業姿勢の面で問題が生じることもある。近年の施設園芸の動向をみると、担い手の高

齢化や輸入圧力による価格の低迷などから施設面積が減少してきている 。このような状況の中１）

、 。 、で発展を図るためには より多くの担い手の参入や経営規模の拡大が強く求められている 今後

若い後継者に魅力あるものにするためには、労働力多投に対する対策としての省力化や、作業環

境改善による快適化を図る必要がある。

２．野菜栽培における機械化の現状

野菜生産における10ａ当たりの所要労働時間（表１）をみると、ダイコンが133時間、タマネ

、 、 。 、ギが81時間 キャベツが84時間であり 露地野菜についてはかなり省力化されてきている 一方

、 、 、 、施設栽培の多い果菜類については トマトが904時間 ナスが1,500時間 イチゴが1,899時間と

露地野菜に比べて著しく労働時間が多いのが現状である。特に管理、収穫、調製出荷作業の占め

る割合が高い。また、10ａ当たりの農業所得をみると、収穫が長期にわたることや施設栽培の割

合が高いことなどから総じて果菜類が高くなっている。しかし、家族労働１時間当たりの農業所

得は、作付規模が大きいことや収穫・出荷等の労働時間が少ないことから、根菜類や葉茎菜類が

果菜類より高くなっている 。２）

野菜栽培の機械化について、野菜の種別、作業工程別に整理したのが表２ であるが、防除作３）

業については、ほぼ全ての野菜において機械化されており、各種の防除機が広く普及しているも

のの、播種から調製作業まで機械化一貫体系が確立している作物は少なかった。そのようなこと

から、平成５年度より開始された「農業機械等緊急開発事業（緊プロ 」および平成10年度より）

開始された｢21世紀型農業機械等緊急開発事業（21緊プロ）｣で開発された機械（緊プロ機）によ

り、機械化の遅れていた作物の機械化一貫体系が図られたものも多い。しかし、施設栽培では利

表１ 作物別10ａ当たり所要労働時間
ダイコン タマネギ キャベツ ホウレンソウ トマト ナ ス イチゴ

労働時間 133.2 80.9 83.7 263.4 904.0 1499.5 1898.8

育苗 － 7.2( 8.9) 4.7( 5.6) － 62.4( 6.9) 25.8( 1.7) 216.0(11.4)

播種・定植 8.7( 6.5) 17.6(21.7) 13.1(15.6) 8.2( 3.1) 45.9( 5.1) 26.8( 1.8) 67.9( 3.6)

施肥 4.4( 3.3) 2.3( 2.8) 5.0( 6.0) 3.5( 1.3) 21.0( 2.3) 31.1( 2.1) 21.8( 1.1)

薬剤散布 4.0( 3.0) 3.1( 3.8) 5.4( 6.4) 3.1( 1.2) 30.3( 3.3) 35.1( 2.3) 43.2( 2.3)

収穫 39.8(29.8) 16.8(20.8) 23.7(28.3) 74.6(28.3) 288.1(31.9) 559.2(37.3) 470.4(24.8)

調製 25.9(19.4) 7.6( 9.4) 3.2( 3.9) 72.4(27.5) 27.1( 3.0) 42.8( 2.9) 0.8( 0.0)

出荷 21.9(16.4) 12.3(15.2) 15.4(18.4) 72.9(27.7) 86.7( 9.6) 142.5( 9.5) 622.8(32.8)

その他 28.7(21.5) 14.0(17.3) 13.3(15.9) 28.6(10.9) 342.6(37.9) 636.3(32.4) 455.8(24.0)

労働時間は全調査農家平均 （）内は所要労働時間に対する割合。、



、 。 、用できる機械は少なく 依然として多くの作業が人力作業で行われている トマトやイチゴでは

、 。ロボットによる収穫作業の自動化が試みられているが 普及にはかなり時間がかかると思われる

また、果菜類栽培で時間を要している管理作業は、作物や作業が複雑であるため機械化は困難で

あり、各種作業を支援する装置や器具の開発が望まれる。

３．施設栽培における省力化・軽労化技術

果菜類の管理作業には多くの労働時間が費やされている。トマトを例にみると、誘引・つる下

ろし、脇芽かき、摘芯、摘果、摘葉など種類も多く、これらはすべて手作業で行われているが、

複雑な作業であるためこれらの機械化による省力化は困難である。近年、トマト栽培では高軒高

温室を活用したハイワイヤー誘引栽培（誘引高さ３ｍ程度）が増加しており、高所での管理作業

が不可欠となっているため、ベット間に敷設した暖房用の温湯管を走行用レールに兼用して安定

化させるレール走行式の電動型高所作業台車や、レールの敷設など問題となる場合には車輪式の

高所作業台車が利用されている。野茶研では、高温かつ高所での管理作業を中断することなく快

適に行えるように、局所冷房装置の搭載及び音声認識エンジンを組み込んだ作業台車（図１）を

試作し、音声命令により作業者は操作パネルに触れることなくトマトの管理作業を行えることを

確認した 。今後利用法をさらに検討する必要がある。また、このような台車を小～中規模施設４）

に導入するには、レールの敷設や台車の価格、畝間での取扱性に問題があることから、市販の電

動型８輪式作業台車をもとに、直進性を改善するための操舵機能を付加し、畝間で進行方向を微

調整できるようにしたことにより取扱性が改善された （図２ 。高所作業台車に乗りながら行５） ）

、 （ ）。う誘引・つる下ろし作業を省力・軽労化する試みとして 可動式誘引器具を試作した 図３６）

複数のカーテンレールを連結し、誘引具を簡単に横移動できるようにしたものであり、作業能率

表２ 野菜栽培機械化の現状
播種

種別 品目 間引き 接ぎ木 移植 防除 中耕培土 収穫 調製
直播体系 育苗体系

ダイコン ◎ － × － － ◎ ◎ ○ ◎

根 菜 類 ニンジン ◎ － × － － ◎ ◎ ○ ◎

ゴボウ ◎ － × － － ◎ ◎ ○ ◎

バレイショ ○ － － － － ◎ ◎ ◎ ○

カンショ － × － － ○ ◎ － ◎ ○
い も 類

サトイモ ○ － － － － ◎ ◎ ◎ ○

ヤマノイモ ○ － － － － ◎ ◎ ◎ ◎

タマネギ － ○ － － ○ ◎ － ◎ ○

鱗 茎 類 ニンニク ○ － － － － ◎ － ◎ ○

ラッキョウ ○ － － － － ◎ － ◎ △

キャベツ － ◎ － － ◎ ◎ ◎ △ －

ハクサイ － ◎ － － ◎ ◎ ◎ △ －

レタス － ○ － － ○ ◎ － × －
葉茎菜類

ブロッコリー － ○ － － ○ ◎ ◎ × －

ホウレンソウ ◎ － － － － ◎ － × ○

ネギ － ○ － － ○ ◎ ◎ ◎ ◎

トマト － ○ － △ × ◎ － × －

果 菜 類 キュウリ － ○ － ○ × ◎ － × －

ナス － △ － △ × ◎ － × －

◎：多くの産地で一般的に機械が利用されている ×：機械がなく、人力作業

○：一部の地域で機械が利用されている －：該当作業なし

△：市販機はあるものの、わずかに利用されている程度



は慣行法と同等であったが、作業者の両腕の腕橈骨筋の筋電位を計測し、少ない筋力で作業が行

えることを確認した。今後は器具の低コスト化について検討する必要がある。このような作業台

車や誘引器具の開発・改良が進められているものの、人力に頼っていた作業の機械化、省力化に

ついては今後の大きな課題である。

防除作業では、作業者にとって薬散時の農薬被曝など作業環境が良好ではないため、畝間の往

復を自動走行する防除ロボットも市販されており、大型施設での栽培では一般的に利用されるよ

うになった。また、新しい防除法として、環境負荷低減が期待できる電解水を用いた病害虫病除

技術が検討されてきた。農業分野での電解水の利用は、意欲のある農家や生産者グループによっ

て実験的に行われていたが、作用機作の解明や殺菌される病原菌の特定等の科学的検討が行われ

た 。さらにオゾン水等も研究されており、これらの機能水が農業分野で効果を発揮すれば、農７）

薬を用いない新たな防除技術として期待できる。

トマト、キュウリ、ナス、イチゴなどの果菜類の収穫機（ロボット収穫）については、まだ実

用レベルまでには達していない。収穫適期の果実のみを選択収穫するには、果実ごとの収穫適期

の判断や果実位置の検出など、高度な機能が要求される。ロボット収穫のための要素として、果

実を識別する視覚認識技術、収穫の可否を判断するセンシング技術、果実に損傷なく採果するソ

フトハンドリング技術などが必要である。果実を識別する視覚認識にはカメラやレーザを用いた

画像処理技術が応用されており、また、作物の大きさや形状に合った専用のハンド開発も必要で

ある。野茶研ではトマト及びナスのロボット収穫技術に取り組んだ。トマトのロボット収穫につ

いては、室内実験の結果、トマト１果の収穫に要する時間は約41秒（認識、接近・把持、原点復

図１ 音声制御台車の外観 図２ 車輪式高所作業台車での作業

図３ 可動式誘引器具の概要
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帰）であった 。また、ナスのロボット収穫については、施設内を移動しながら収穫を行うプロ８）

トタイプを完成させた（図４ 。このシステムによるナス１果の収穫は約43秒（接近、認識、果）

柄切断、収容）で行えた 。ロボットによる収穫は将来の有望な技術ではあるが、実用化す９ 、１０） ）

るために解決すべき課題は多い。

実用レベルの研究としては、収穫や摘葉作業を軽労化するため、市販の車輪式の電動型作業台

車を改良し、座席に座りながら畝間で進行方向を微調整することができる操舵機能付きの作業台

車を試作した（図５ 。慣行の手押し台車利用と比較し、作業能率は同等であったが、作業姿勢）

の改善や心拍数増加の低減など、作業者の労働負担が軽減された 。また、大型施設での省力１１）

・軽労化として、収穫物等の自動搬送システムの開発に着手した。

４．施設栽培における作業の快適化

果菜類栽培の場合、作物の草姿や性状が複雑であり、管理作業には多くの労力を必要とし、作

業環境も良くない場合が多いため、複雑・困難な作業の単純化・省力化、労働適性の低い作業の

無人化、施設の大型化、施設内環境の好適化などが重要であるとされている。快適作業を妨げる

要因として、気象条件や人力作業、作業姿勢、機械の操作性などいろいろあるが、作業環境が快

適かどうかは生理的、心理的に判断しなければならず、快適性を数値的に表すまでには至ってい

ない。ただし、それぞれを数値的に表す指標があり、温熱快適性を評価する指標として、不快指

数（気温と気湿から算出）や湿球黒球温度（乾球、湿球温度、黒球温度から算出）など、作業姿

勢・動作を評価する指標として、OWAS(Ovako Working Postute Analyzing System)やつらさ指数

などを用いて評価している。OWASについては、フィンランドの鉄骨会社の労働衛生の研究者等に

より考案された方法であり、体幹、上肢、下肢に加え、重量物の保持や力のかかり具合を評価す

るもので、姿勢コードと２種類の判定表を照合して全身の姿勢負担度、各部位の姿勢負担度を計

算する 。判定表はあらかじめ重み付けされた指数(AC、Action Categoryの略称)から構成され１２）

ている。AC１は「姿勢による問題なし 、AC２は「近いうちに改善すべき 、AC３は「早期に改」 」

善すべき 、AC４は「直ちに改善すべき」とされ、分析結果に基づき作業改善を行う。様々な作」

物や作業で用いられているので比較しやすいが、作業の分類がやや大雑把な部分もあり、留意し

ながら使用する必要がある。

その他、レイアウトの改善や照明、換気といったちょっとした工夫で快適農作業となることが

ある。装置の高度化に伴うコスト問題、費用対効果に快適性をどのように組み込んでいくか、取

り組むべき課題は多い。

図４ ナス収穫システム 図５ 車輪式低所作業台車での作業
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５．施設栽培における有機物の利用技術

野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム

中野明正

目的：施設栽培の植物残渣や，有機性資材・廃棄物の利用技術についての知識を習得する．

Ⅰ 有機性廃棄物の利用のための基礎知識

大規模施設生産に適応した残渣処理技術とその活用法について概説する．有機性資材や廃棄物

は，もっぱら肥料や土壌改良資材としての位置づけが大きい．そこで，まずこれら周辺分野の基礎的

知見を整理する．

1．必須元素

有機物は土壌に添加することにより気相

率を増やし保水性を向上させるなど物理性

の改善効果があるが，植物の栄養素として

も活用される．植物が正常に生育するため

に必要な栄養元素は必須元素と呼ばれ，

最初に Arnon らにより定義された．必須元

素とは，その元素を欠如させると，①栄養お

よび生殖生長の全過程（ライフサイクル）を

完結出来ない．②その元素の欠乏症状は，

元素に特異的であり，他の元素で代替出来

ない，③その元素の直接の関与であること

の，3 原則が求められている．このような必

須元素は下記の 17 元素であり，要求量の

多さから，炭素，酸素，水素，窒素，リン，カ

リウム，カルシウム，マグネシウム，イオウの 9

元素は多量要素，鉄，銅，マンガン，亜鉛，

ホウ素，モリブデン，塩素，ニッケルは要求

量が比較的少なく微量要素と言われる．有

機物を含め肥料は，これらの必須要素を植

物に供給し，正常に生育させるために利用

される．

ヒトの主要・微量ミネラルは植物と共通するものが多い（表 1）．動物はこれら植物が集積した様々な

元素を栄養素として利用する．当然，微量ながら有害な成分も常に含まれている．要は摂取量の問

題であるが，食べるという根本には，許容濃度範囲の広い成分と狭い成分を混合物として摂取して

いることがある．良きにせよ悪しきにせよ，農産物とヒトのつながりを示す元素の循環は有機物の利用

を考える上でも重要である．

表1 植物および動物を構成する元素

炭素 C 6 ○ ○ ○

水素 H 1 ○ ○ ○

酸素 O 8 ○ ○ ○

窒素 N 7 ○ ○ ○

カルシウム Ca 20 ○ ○ ○
リン P 15 ○ ○ ○

カリウム K 19 ○ ○ ○
硫黄 S 16 ○ ○ ○
塩素 Cl 17 ○ ○ ○

ナトリウム Na 11 ○ ○
マグネシウム Mg 12 ○ ○ ○

鉄 Fe 26 ○ ○ ○
亜鉛 Zn 30 ○ ○ ○
銅 Cu 29 ○ ○ ○

マンガン Mn 25 ○ ○ ○
ヨウ素 I 53 ○ ○
セレン Se 34 ○ ○

モリブデン Mo 42 ○ ○ ○
コバルト Co 27 ○ ○
クロム Cｒ 24 ○ ○
フッ素 F 9 ○
ケイ素 Si 14 ○

ルビジウム Rb 37
臭素 Br 35
鉛 Pb 82 ○

アルミニウム Al 13
カドミウム Cd 48
ホウ素 B 5 ○

バナジウム V 23 ○
ヒ素 As 33 ○

ニッケル Ni 28 ○ ○
スズ Sn 50 ○

リチウム Li 3
ストロンチウム Sr 38 ○

植物の
必須性

糸川嘉則編集，ミネラルの事典，2003より(一部抜粋，改変）．

元素番号 ほ乳類の
必須性元素名 元素記号 ヒトの

必須性

主
要
ミ
ネ
ラ
ル

微
量
ミ
ネ
ラ
ル

Ⅰ

Ⅱ



2．肥料と管理の歴史

（1）化学肥料前

1）西洋の歴史

農業の始まりは今から約１万年前と言われる．そのころから何らかの形で肥料が使われていたであ

ろう．植物の栄養源については，古くから関心がもたれ，古くはかのアリストテレス（B.C.384-322）が

植物体栄養源説を唱え「植物の食物は植物体を構成する成分そのものであり，それらは土壌中に存

在する」とされた．しかし，科学的な検証は中世まで待たなければならない．パリシーは 1563 年に「糞

や収穫残渣を土壌に返すことは土から取り去られたものを土に返すことになり，麦わらを焼くと畑から

取り去られた塩類が残り，肥料として役立つ」としている．今回取り上げる，残渣処理についても基本

的にはこのような 400 年以上前の考え方を踏襲していることになる．その後，リービッヒの無機栄養説

を端緒に化学肥料の基礎が構築される．

2）東洋の歴史

歴史上では中国の漢の時代（紀元前２世紀）には肥料が使われていたとされる．肥料に関する記

述としては，2000 年以上前の「呂氏春秋」や「詩経」に「草を焼いて田に入れることにより生産性が上

がること」についての記述がある．糞が肥料として使用されたことを示す記載は「荀子・富国」等に見ら

れる．時代は下り「斉民要術」（532-549）には緑肥の効能について，さらに「農書」（1149）では，「米

ぬか，わら類，落葉の焼却灰などに糞尿を混ぜて腐熟させる」といった堆肥化技術についても記述さ

れている．「農書」（1313，王禎著）では肥料が 5種に分類（踏肥（厩肥），苗肥（緑肥），草糞（草肥），

火糞（草木灰），泥糞（河や池の底土））されており，個々の作物への施用法が詳述されている．有機

物の有効利用に関する基本的な考え方は昔から変わることがない．

東南アジアの山岳地帯では，森林を焼却して灰を利用する焼畑農業が営まれ，灰の肥料効果は

古くから認識されていたと思われる．

日本でも焼畑が行われており，草木灰が肥料となり作物生産を支えてきたと考えられる．山野の草

や樹木の茎葉を刈敷とし，鋤き込み肥料として活用していたようである．肥料に関する技術は西暦

800 年ごろに中国などから伝わり，本格的に人糞尿が肥料として活用され出したのは鎌倉時代

（1192-1333）とされている．鎌倉幕府が開かれたのは糞を肥料として米の増産が達成されたからだと

言う説もあるくらいである．実際，戦国時代から江戸時代初期にかけて新田開発が急速に進み，刈

敷が得られる山野が相対的に減少した．それにより，糞尿を農地に返す手法が体系的に構築される

必要があった．このシステムは，江戸時代の糞尿売買により完成を迎える．日本において肥料の売

買が始まったのは，享保時代（1716 年～1735 年）とされている．日本の人口動態を見ると，このころ

から人口増加がはじまり，特に江戸において人口集中がはじまった．近郊の農民が江戸から下肥を

購入するシステムは，この後，1750 年ごろには確立していたと言われる．また新田開発，人口増加に

ともない，ますます生産性の確保が重要となり，寛政年間（1789-1801）には江戸の下肥の値段は延

享(1744-1748)・寛延(1748-1751)年間の 3 倍にもなったといわれている．そのころになると農民による

下肥の値下げ運動すら起こっている．直接農民が町民と契約を結ぶ場合もあったが，仲介業者も発

達した．裕福な農民のうち船で町に出て行き下肥を集めて，それを農村に運搬し利益を上乗せして

農民に販売していた．このような船を用いた効率的な売買は明治時代（1868-1912）いっぱいまで継

続した．世界でも稀な完成された下肥の有効利用のシステムはおよそ 200 年の歴史をもって収束に



向かい始める．

明治時代に入ると，化学肥料が最先端技術として導入され始める．この時期はまだ糞尿は重要な

肥料として認識されていた．明治初期に使用されていた肥料の中心は，自給肥料では人糞尿・堆厩

肥・刈敷・藁・草木灰など，購入肥料では乾鰯，鰊〆粕等，魚肥類，菜種油粕等の油粕類，酒粕，石

灰などであった．また人糞尿の効果は明らかであるが，農家が貯蔵する際にはアンモニアを消失させ

ることが多く，また輸送に不便で衛生的にも良くないという理由で 1875 年から乾糞製造試験を行わ

せている．製造所は東京に設置されたが，近隣住民の悪臭の苦情などもあり頓挫したということであ

る．糞尿の肥料としての利用は江戸時代から明治，大正，昭和と引き続き行われた．衛生上の問題

などから使用は減少していったが，昭和 40 年前後になって東京近郊ではその使用が停止されたとさ

れる．

3）化学肥料の開発とその展開

今日の化学肥料開発の基礎となった植物栄養に関する知見は，1770 年代になりようやく得られる

ようになった．最初の販売肥料は，刃物の柄に使った，骨などの削りくずを材料とし，酸処理してリン

酸の肥効を高めた肥料として販売された．その後，カリウムが食塩の採掘時に生じる廃物から分離さ

れ肥料として使用されるようになった．窒素はハーバーの直接合成法が1909年に開発され，ボッシュ

らが工業化を図り世界を席巻した．

日本でも，1896 年に副生硫酸アンモニウムがオーストラリアから輸入されたのを皮切りに，1900 年

代初頭にカリウム肥料や過リン酸石灰肥料が輸入された．1901 年に自国でも副生硫酸アンモニウム

が生産され太平洋戦争前まで発展を続ける．その後戦争で壊滅的な打撃を受けるものの，戦後は尿

素などの工業生産では世界をリードし，1960 年以降には化成肥料や高度化成肥料，さらには微量

要素を添加した高機能肥料が開発された．1970 年代以降には緩効性肥料が開発され，1980 年代

には被覆肥料が開発され現在に至っている．

4）化学肥料開発後の有機質肥料の位置づけ

化学肥料の普及は 20 世紀に入りめざましかった．一方でいわゆる有機物を施用するそれまでの

「慣行農業」は衰退していった．西洋では思想家ルドルフ・シュタイナーが自然や生命について独自

の理論を展開しバイオダイナミック農法を提唱した．これは，人工肥料反対運動であり，現在のドイツ

の有機農業団体であるデメターもこの思想家の流れを汲む組織である．その他，アルバート・ハワー

ドがインドール式堆肥製造法をもとに有機農業運動を展開した．ハワードの流れを受けロデイルは有

機農業の啓蒙活動を行いその流れは現在も継続されている．

実際，農業の工業化によって，環境汚染や，生態系の破壊などが顕在化してきており，農業の根

本を考え直す必要にも迫られている．失われた農業に含まれる生命への尊厳など思想的な色彩を

強調し，運動として展開する流れは強くなった．研究としては，環境保全型農業のようにあくまでも，

科学的視点で，本来農業が備えていた豊かさを再評価し，工業化されすぎた農業を修正し，環境に

調和し，人間性にも調和する方向で，軌道修正が図られつつあると言える．

有機物の有効利用については，先に見たように肥料の歴史の曙から認識されていた問題であるが，

現代では環境問題やエネルギーや食糧問題に関連した，重要な問題として再び注目されている．古

くて新しい問題である．それ故にどのようにこれらの問題が歴史的に扱われてきたのか再認識するの

もこれらの問題の解決のための手法を考案する上でも有益と考える．



3．肥料の分類

肥料には様々な分類がある（表 2）．そも

そも肥料を管理する必要が出てきたのは

それほど昔のことではない．明治以降の

人口増加に対応し，食料増産が求められ，

魚肥，菜種油かす等の有機質肥料が販

売されるようになった．その後，満州から

の大豆油粕に，土や木片が大量に混入

した粗悪品が多く認められ，品質を維持

するために肥料取締法が公布された（1899 年）．我が国の化学肥料の始まりは，タカジアスターゼの

開発で有名な明治の化学者高峰譲吉であり，1887 年に渋沢栄一らと，人造肥料会社を設立して，

過リン酸石灰を製造，販売している．1923 年には，硫酸アンモニウム工業が宮崎の延岡に興り，これ

以降化学肥料の普及が急速に進んだ．第 2 次世界大戦で生産量は激減したものの，戦後，化学工

業の立ち直りとともに復活した．

肥料取締法（法律 127 号）では，肥料は，普通肥料と，特殊肥料に大別された．普通肥料は，特殊

肥料以外の肥料であり，まず，特殊肥料を定義する．特殊肥料とは，①主に使用者が，肉眼で容易

に鑑別できるなど，5 感により簡単にそれが何であるか識別できる粉末にしない魚かす，干魚肥料，

干蚕蛹など，②主として含有成分が低成分でしかも，含有量の変動が大きくて，品質が一定しないた

めに公定規格が定めにくい肥料とされている．これに対して，普通肥料は，公定規格によって肥料の

種類毎に「含有すべき主成分の最小量」，「含有が許される有害成分の最大量」が保証されている．

法律に定められるところでは，普通か特殊かは，成分が保証されているか否かによる．

有機質肥料には一般に多種多様な肥料成分が含まれるため，総合的な側面が有機質肥料の特色

である．肥料成分の供給を目的とする成分含有率が高いものは有機質肥料であり，土壌改良効果を

目的とするものは土壌改良資材とされ，肥料とは区別されている．

肥料とは，肥料取締法では，①植物の栄養に供することを目的として土地に施される物，②植物の

栽培に資するため土壌に化学的

変化をもたらすことを目的として土

地に施される物，または，③植物

の栄養に供されることを目的として

植物に施される物と定義されてい

る．いまから順次，述べていく有機

性廃棄物は，肥料取締法におけ

る肥料の範疇に入るものもあれば，

そうでないものも含まれる（図 1）．

4．土壌改良資材

土壌改良資材とは「土壌の化学

性・物理性・生物性を改良する目

的で土壌に施用される資材」と定

表2 肥料の分類

分類の視点 例

含まれる元素 窒素肥料，リン酸肥料，石灰肥料

有効成分の数 単肥，複合肥料

肥料の効き方 速効性肥料，緩効性肥料，肥効調節肥料

肥料の原料 化学肥料，動物質肥料，植物質肥料

入手経路 自給肥料，購入肥料

肥料取締法 普通肥料，特殊肥料

（肥料の事典を参考に加筆）

肥料 土壌改良資材

特殊肥料

普通肥料
泥炭
木炭
パーライト
ゼオライト
ポリビニルアルコール

窒素肥料
カリ肥料
石灰肥料

油粕
貝化石粉末

堆肥など
バーク堆肥

微生物資材など

腐植酸資材
(腐植酸苦土肥料
腐植酸アンモニア肥料）

有機性廃棄物

エネルギー

図1 肥料と土壌改良資材と有機性廃棄物



義される．土壌を膨軟化させる目的で添加される生物系資材のバーク堆肥や，透水性の改善を目的

として添加される無機系のバーミキュライトなど，政令で指定された 12 種類の資材がある．1983 年に

地力増進法が制定され，土壌改良資材は「植物の栽培に資するため，土壌の性質に変化をもたらす

ことを目的として土壌に施されるもの」とされた．

5．肥料と土壌改良資材と有機性廃棄物の関係

例えば，本稿ではトマトの残渣を活用する手法について考察するが，残渣そのものは有機性廃棄

物であるが，堆肥化することにより土壌に施され，また養液栽培の培地の一部として活用されることも

想定される．残渣を有効に調製した資材は，植物の栄養に供されることを目的として植物に施される

物となるため肥料であり，有機質を主体とするため有機質肥料でもある．

Ⅱ．有機性廃棄物発生の現状

1.さまざまな有機性廃棄物

有機性廃棄物とは，一般（都市・生活）および

産業廃棄物のうち，有機物含量の多い物とされ，

田畑の作物残渣，家庭の台所くず，屎尿，家畜・

家禽のふん尿，各種工業の汚泥・排水，廃材，

樹皮，おがくず，下水道汚泥なども含まれる．焼

却や埋立が困難となり，より一層の活用が求めら

れている．

現在日本で排出されている生物系廃棄物は多

種多様であり，毎年 2億 8 千万トンもの量が排出

されている（表 3，越野，2001；熊澤，2003）．それ

には有効に利用しうる肥料成分が多く，窒素成

分だけで 132 万トンもの量が排出されている．こ

のような廃棄物は成分の偏り，窒素発現パターン

表4 特殊肥料の種類と特徴と肥料成分の参考値

Ｎ P2O5 K.2O

魚かす 多量施用はアンモニアガスの発生を招き，さける．リン酸の肥効は良い． 4-6 6-10 1

肉かす 窒素が多い，カリはごく僅かしか含まれない． 8

蒸製骨 窒素，カリが少なくリン酸が多い． 4 19 3＞

甲殻類質肥料 カニ殻，エビ殻など原料により異なる． 3＜ 1＜

羊毛くず 窒素が主成分，肥効は遅い． 5-9

米ぬか 土壌への鍬込みは1ヶ月前に行う．堆肥やぼかしの分解促進剤として利用． 2 2.4-4.4 2.9-3.5

コーヒーかす 易分解性炭素が多く，単独施用はさけ，無機質肥料との組み合わせが良い． 2.2

木の実かすおよびその粉末 油やしの種子の胚乳から油を絞ったかす． 2.5 1.5

くず大豆およびその粉末 変質した大豆を加熱後，圧ぺんしたもの． 2-4

アミノ酸かす タンパク質塩酸処理に伴う残渣 0.5-2.5

たばこ肥料およびその粉末 たばこ製造に伴い生じるくず．ニコチンを抽出後破砕． 1-2 4-7

草木灰 植物体の燃焼かす．農家が自給肥料として作るものが多い． 3-4 3-9

くん炭肥料 落葉などをくん炭化し，人糞尿を吸収させたもの． 0.7 0.4 0.7

発酵かす ビールかす，焼酎かすなどの総称（含量はビールかす）． 4-6 2.5-3.5 0.3-0.5

草本性植物種子皮殻油かすおよびその粉末 搾油後のかす．からし粉の製造現場で生産される． 5 1 1

圃場廃棄物堆肥（もみがら堆肥など） 古くから堆肥の原料として使用される（含量は籾殻家畜糞堆肥）． 1.1 1.2 1

木質系廃棄物堆肥（バーク堆肥など） 家畜敷料，堆肥原料として使用．堆肥化に長時間必要（含量はバーク堆肥）． 1.7 0.8 0.5

家畜排泄物堆肥(牛ふん堆肥） 堆肥原料の主役．含水率を低下させるため副資材の混合（含量は牛糞堆肥）． 2.1 2.1 2.2

都市廃棄物堆肥（生ごみ堆肥） 成分はまちまちだが，卵殻に由来するカルシウムが高い． 5.8 2.5 1.8

*肥料事典の記述をもとに抜粋．

特徴
肥料成分含量（％）*

堆肥

動物質特殊肥料

植物質特殊肥料

表3 生物系廃棄物の発生量および成分量＊

Ｎ P2O5 K2O

わら類 1172 6.9 2.4 11.7
籾殻 232 1.4 0.5 1.2
家畜糞尿 9430 74.9 27.4 51.9
畜産物残渣 167 8.4 11.9 6.2
樹皮（バーク） 95 0.5 0.1 0.3
おがくず 50 0.1 0.0 0.1
木くず 402 0.6 0.1 0.6
動植物性残渣 248 1.0 0.4 0.4
食品産業汚泥 1504 5.3 3.0 0.6
建設発生木材 632 1.0 0.2 0.9
生ゴミ（家庭・事業系） 2028 8.0 3.0 3.2
木竹類 247 1.9 0.5 0.9
下水汚泥 8550 8.9 9.2 0.6
屎尿 1995 12.0 2.0 6.0
浄化槽汚泥 1359 1.4 1.5 0.1
農業集落排水汚泥 32 0.0 0.0 0.0

合計 28143 132.3 62.2 84.7

化学肥料の消費量＊＊ 51.2 61.0 44.1
＊ 「環境保全型農業の課題と展望」からの資料を改変（Ｈ５－Ｈ８の情報）
＊＊ 「環境保全と新しい施肥技術」からの資料を改変（１９９６－１９９７の情報）

成分含有量(万トン）
万トン



の違い等さまざまな異なる性質を有しているため，農地還元に際しては，個々の性質を考慮して行う

必要がある．また適切な量が還元される必要がある．

有機質肥料の農地への還元に際しては，もっぱら堆肥による還元が主な手法であった．堆肥の素

材となるものも様々なものがあり，特殊肥料として，表 4 に示すような特徴や使い方がある．

実際の現場では，県毎に施肥基準が設けられており，その中にも有機物を使用するような方向性

が見て取れる．有機質肥料や堆肥の使用量は年々増加しているが，より一層の利用促進が望まれて

いる．

2.野菜屑の種類と発生量

野菜屑は圃場に鋤込れたり，圃場の端に堆積されることが多いが都市近郊においては，悪臭やハ

エなどの衛生害虫問題の原因となるため，速やかな処分が望まれている．野菜屑は種類が多いため

その堆肥化技術および有効利用の開発は不十分である．野菜屑の発生量については正確に把握

されていないが，軟弱野菜を除くと 0.5～2ｔ/10a との評価がある．野菜屑の堆肥資材としての特性と

しては，窒素とカリウムが多くリン酸が少ない傾向がある（表 5，藤原，2005）．成分的に大きな問題は

無いとされるが，含水率の高さが最大の問題とされている．乾燥および水分調節材を活用して 60～

70％の含水率に調製する必要がある．

3.トマト生産において発生する残渣量の推定

（1）大規模施設における生産残渣処理の必要性

これまでの施設園芸では，主として産地形成を基本として家族経営という枠の中で 30～50aの規模

の専業農家により発展してきた（田中,2005）．今後さらに，輸入野菜に対抗できる低コスト高品質の

野菜生産が求められるようになり，スケールメリットを発揮できる大規模施設生産を推進するための技

術開発が一つの重要な方向と位置づけられている（中野,2006）．そのモデルとして考えられるのがオ

ランダ等で高収量を達成している大規模施設によるトマト生産である．オランダでは2010年にはトマト

収量は 70t/10a になると予想されている．このような高い生産性に裏打ちされた，強い競争力を持っ

た生産方式の確立を目指して日本でも大規模化が進むと予想される（高市，2006）．

表5 野菜屑及び堆肥の成分組成（神奈川県*）

N P2O5 K2O CaO MgO

キャベツ 0.85 13.4 3.4 1.2 5.2 1.9 0.5

コマツナ 0.89 10.1 3.8 1.6 10.7 2.2 0.7

ハクサイ 0.85 9.7 3.8 1.8 11.0 4.7 1.0

タマネギ 0.81 37.6 1.3 0.6 1.2 1.6 0.3

ニンジン 0.73 29.8 1.6 0.7 4.2 0.7 0.2

ジャガイモ 0.79 27.3 1.8 0.6 3.0 0.1 0.2

ナガネギ 0.88 12.9 3.7 1.1 3.4 0.9 0.4

ダイコン（葉） 0.92 15.4 2.7 0.5 7.5 3.8 0.4

カボチャ屑 0.61 14.4 2.7 0.9 4.6 8.9 1.9

メロン屑 0.82 23.5 1.7 0.5 4.2 8.6 2.5

野菜屑堆肥 15.6 2.8 2.8 7.5 1.7 0.8

*:一部改変

水分(g g-1) C/N比
成分組成（％，D.W)



施設の大規模化が進むと，生産に伴って生じる残渣も大量に生じることが予想され，環境保全や資

源の有効利用の観点からも，作物残渣の活用が合わせて求められることになる．

まず，大規模施設における残渣発生量を把握するため，低コスト耐候性ハウス（高市，2006）にお

いて，栽培したトマトにおいてその発生量を検証した．オランダ並みの高収量を達成するためには，

栽培技術や施設構造の向上以外に多収性品種の育成による増収が大きいと言われている（丸尾，

2006）．日本においても生産性を高めるため大規模温室で導入される可能性のあるオランダ品種に

ついても日本の品種と比較することにより検討した．さらに，残渣については家畜糞堆肥の堆肥化促

進のための添加資材として検討されているが（市川ら，2000），長段で栽培した場合の残渣について

も，堆肥化資材としての評価を行う必要がある．

以上の点を踏まえて，本研究では，オランダ系品種グレースと，日本品種ハウス桃太郎について，

単位収量を得るための残渣発生量を推定すると共に，堆肥化のし易さに必要となると考えられる葉と

茎の割合，比葉面積なども合わせて検討した．さらに，有機物資源として有効に利用するための成

分の基礎データとして，炭素，窒素等，成分の特色について施肥による違いを明らかにした結果を

以下に紹介する．

（2）大規模施設の養液栽培における残渣の発生量の推定

葉面積と重さの関係は，品種により異なり，

平均の単位重量当りの葉面積はグレースで

19.1± 1.5m2/kg ，ハウス桃太郎で 16.5±

1.5m2/kg となり，グレースで葉が良く展開して

いる可能性が示唆された．グレースにおける葉

の良好な展開を示唆する結果は葉および茎

の含水率の差異からも推察される．すなわち

グレースはハウス桃太郎に比べ含水率が低く

低い乾物量で，葉を十分に展開していると言

える．この傾向は果実についても同様であり，

果実の肥大が良い分高収量となるが，その分

果実成分である糖度が低下している可能性が

考えられる．このように，グレースは，茎葉およ

び果実をハウス桃太郎に比べ効率良く肥大させる能力に長けていることが考えられる．

これらの結果に基づいて作物残渣としての評価する．図2の割合で，残渣が排出されると考えると，

同じ 10a 当り，40ｔを生産した場合でも，グレースのような品種では，葉が 5.9ｔ，茎が 3.6ｔ，合計 9.5ｔ

余りが排出され，ハウス桃太郎に至っては，葉が 9.8ｔ，茎が 6.2ｔ，合計 16ｔ余りが排出される計算に

なる．

有機性廃棄物の処理費用は自治体毎に異なるが，医薬品や食品の場合産業廃棄物として指定さ

れるが農業の場合この指定区分に入っていないので一般廃棄物の扱いとなる．名古屋市の場合上

限が 20 円/kg（自己による搬入）であるので，そのまま廃棄する場合，それぞれ,グレースで 19 万円

/10a，ハウス桃太郎で 32 万円/10a の処理費用がかかることになる．実際は堆積などにより減量する

ためこれより安くなると考えられるが，これらの費用を削減するためにもまた処理にかかる労力を軽減

図2 グレースとハウス桃太郎の葉，茎および果実分配
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するためにも残渣は少なければ少ないほど望ましい．

実際に聞き取り調査ではあるが，愛知県にある大規模施設 A 社（2ha）に問い合せたところ，

23t/10aのトマト生産に対して，15ｔ/10aの残渣が生じているようである．堆肥化を想定した場合でも，

剪断や運搬に 15 万/10a，パワーショベル等による堆積作業に 1.5 万円/10a の合計 16.5 万円/10

が想定されている．いずれにしても，効率の良い植物による生産が望まれる．

（3）トマト茎葉の C/N 比-堆肥化資材としての評価

トマトの収穫残渣の部位別の茎・葉の C％，N％および C/N 比を表 6 に示した．この実験では化学

肥料および有機質肥料区を設けて栽培した植物体を調査した．施肥によっても若干ことなるが，茎

は葉に比べC/N比が 2倍程度になっていた．残渣堆肥を考える場合，最初は下葉の処理残渣が出

ると考えられるが，C/N比は30-35程度調節してから堆肥化するのが適当とされているので（岩田ら，

2001），特に葉のみを堆肥化する場合は副資材を添加する必要がある．オガクズなどの C/N 比が高

い資材（1000 を超える資材もある）を添加することにより調製が可能である．

Ⅲ．有機性廃棄物の処理方法

1. 種々の処理方法

処理についての大枠の概念は 2 つに大別される．生物的処理か，物理的処理かである．前者は，

好気的発酵処理，嫌気的発酵処理に細分化され，物理的処理は燃焼や炭化処理が想定される．処

理後の資材について必要とされる性質としては①作物に障害を発生させない，②環境やヒトに有害

でない，③製品として安定していることが挙げられる．

（1）堆肥化処理

1）堆肥化の一般的な考え方

堆肥化処理は主として好気性微生物により行われる有機物の処理であり，微生物は含まれる炭素

をエネルギー源として，窒素他の成分を栄養源として増殖し，作物残渣などを分解し，比較的安定な

腐植物質などの混合物に変化させることである．その過程では，作物に障害を発生させないためにも

発生する熱で品温を高温にして病原菌を死滅させることやフェノール物質などが分解されることが必

要である．また，様々な資材が混入する可能性があるものは，重金属への配慮，さらに，使用者の利

便性を考えて安定して扱いやすい製品を生産する必要がある．

表6 トマト収穫残渣株の部位別のC％，N%およびC/N比

1.0-1.5m 1.5-2.0m 2.0m以上 1.0ｍ以上 C/N

C(%) 43.6 44.1 42.1 43.7
N(%) 2.0 1.9 2.6 2.0
C/N比 21.9 23.7 16.3 22.3

C(%) 41.1 42.8 45.5 41.6
N(%) 3.9 3.6 4.2 3.8
C/N比 10.6 11.9 10.8 10.9

C(%) 44.4 44.2 42.5 44.1
N(%) 1.5 1.8 2.9 1.8
C/N比 28.8 25.0 14.5 24.8

C(%) 40.5 42.4 45.2 42.0
N(%) 2.9 3.6 5.4 3.5
C/N比 14.2 11.9 8.3 12.0

2005年4月定植で，7月上旬に収穫終了後，残渣株採取

茎

葉

茎

葉

化学肥料区

有機質肥料区

高さ別部位 全体
処理区 部位 測定項目

12.5

14.0



2）残渣堆肥化の現状

特殊肥料の中に分類されている堆肥には，圃場廃棄物堆肥というカテゴリーがある．米麦の藁や籾

殻の有効利用は進んでいるが，堆肥化利用は減少している．これに対し野菜屑は圃場に鋤き込まれ

たり，圃場周辺に堆積されたりして分解処理することが多く，堆肥化利用は少ないとされている．それ

故に，その有効活用は大きな課題であるとされている．野菜類は種類が多くその性状に大きな違い

があるため，現在のところ堆肥化などの有効利用技術開発は不十分であるとの評価である．

（2） メタン消化液

畜産大国として知られるデンマークは，家

畜糞尿による地下水汚染や臭気の問題な

どから，処理プラントの導入が進んでいる．

北海道の別海町においてもバイオガスプラ

ントがあり，おもに牛の糞尿をメタン発酵させ

て，エネルギーを得ることを目的としている．

バイオガスプラントは，家畜糞尿に一部有

機系廃棄物を混ぜて，攪拌，発酵させ，発

生したメタンガスを使って，ガス発電機により

電力および熱を回収するシステムである．

有機物施用と言えば，堆肥施用が主流であるが，エネルギー利用を主眼においた取り組みである．

有機物は液体として残り，即効性の肥料として使用できる．草地への還元のため貯留されている（写

真 1）．

（3） 炭化処理

全国レベルで見ると，未だ堆肥化装置の普及が充分でない地域や，流通経路が確立していない

地域もあり，堆肥の充分な利用が図られていないのが現状である．また，堆肥化現場でも少なからず

問題がある．家畜糞堆肥はアンモニアの気散などによる変質があり長期保存ができないことや，堆肥

化過程で生じる悪臭の問題，堆肥舎の設置に広い面積を必要とすること，堆肥製造まで何ヶ月もの

時間を要することなど，多くの問題を抱える．

実際，養鶏場では日々大量の鶏糞が生じているため，堆肥の処理能力をオーバーしているケース

が多く見受けられる．このような問題を解決するには，鶏糞を短期間処理する新たな手法の導入が

求められている．そこで，現在導入が検討されているのが，鶏糞を炭化する処理装置である．ひとつ

の事例ではあるが，ある炭化炉では，炉内部に 5 室が設けられ，上部投入ホッパーから鶏糞が投入

される．その後，各室を通過し30～40分で炭化品として排出される．縦，横，高さとも，7m余りの比較

的小さな装置で 1日 6 トンもの鶏糞の処理が可能であり，そこから 2.1 トンの炭化鶏糞が生産される．

炭化鶏糞の利点としては，炭であるため扱いやすくなっている点，保存による変質が少ない点が挙げ

られる． 炭化鶏糞に限らないが，炭化物一般の問題点としては，アルカリ性であること，窒素分が少

ない点があり，そのままでは肥料として使用できない難点がある．ちなみに肥料成分組成は窒素，リ

ン酸（P2O5），カリウム(K2O)がそれぞれ，2，14，7％，カルシウム(CaO)は 22％と多くマグネシウム

(MgO)は 3％含まれている．酸性土壌の改良資材等としては充分有効な資材である．

筆者等は，これら炭化鶏糞の利用についても検討を始めている．酸性である他の有機質資材であ

写真1 北海道別海町で稼働しているバイオガスプラント

左の写真のもっとも背の高い右棟は発酵槽,左となりにメタンガスを蓄積する棟が見え
る.右の写真は発酵後の液が貯留されている様子を示す.発酵液は肥料としての利用が検
討されている.



るピートモスと混合し，炭化鶏糞のアルカリ性の問題を解決した．次に，窒素分が少ないという問題点

を，窒素日施用型養液土耕の基肥に利用することで解決を試みている．すなわち，鶏糞炭化物を基

肥として施用し，硝酸カリウムおよび硝酸アンモニウム混合液肥を追肥するシステムの試作を行って

いる．その他にも炭化物に硝酸を添加し，塩基分を可溶化させ活用する取組みがなされている（上

河ら，2004）．養液土耕や養液栽培など，量的な制御を装置により行うという発想で野菜を生産する

取組みがなされようとしている．

2.トマト生産において発生する残渣処理技術

（1）残渣処理のプロセスにおける問題点

具体的に大規模施設生産にともない生じる問題点についてプロセス毎に見ていく．

1）片付け：リサイクル可能な資材や生分解資材の導入が検討されている．誘引ひもなどは，そのま

ま残渣とともに処理できるように生分解性のものが開発されているが，強度に問題があるなどの指

摘もあり，今後より良いものが開発されることが期待されている．

2）堆積：残渣は廃棄するにせよ一時的にストックする必要がある．搬出後の植物の状態は必ずしも

良い状態でないものが多い，長期の栽培を経ているだけにそのリスクは高い．例えば，葉カビや

ダニなどが認められ早急に廃棄したほうが良い場合が多い．処理を地方公共団体などに委託す

る場合でも，栽培環境からは隔離して，残渣に付着した病害虫を速やかに低減し，適切に保管

する必要がある．

3）処理：廃棄にかかる費用は，大規模温室で数十万円/10a になることが予想されるため，低コスト

化のためにも，これらの経費を削減し，有効活用する処理法を検討する必要がある．

4）活用方法：堆肥など様々な処理により，活用できる有機性資源が発生しているが，その活用が進

展していないため，だぶついている面がある．資源の特性を配慮して有効に組み合わせ適切に

使用する方策について検討する必要がある．

（2）大規模施設における残渣堆肥化技術の提案

鶏糞をトマト残渣と混合して堆肥化し，その利用を図る試み（鈴木ら，2002，石崎ら 2004）があるが，

筆者等はトマトの残渣のみを主要な窒素源とし，資材の調達が容易な，よりシンプルな方法について

検討している．以下には具体的に野菜茶業研究所高収益施設生産チームで取り組んでいる処理法

と特色について概説する（図 3）．

1）予備乾燥と破砕：まず，残渣を処理用のビニルハウスに搬入しビニルで上部を被覆した．この処理

により，梅雨の晴れ間の 1日でもビニル内の中心温度が 45℃，表面 5cm付近の温度は 50℃以上

になる．このような蒸し込みを 1 日おこなうことにより，病害虫の減少が期待できる．その後，残渣を

覆っていたビニルを外し数日間放置することにより乾燥が促進される．収穫直後の水分の多い状

態ではハンドリングもしにくく，シュレッダーへの負担がかかるのに対して，脱水により破砕しやすい

状態になる．実際，破砕した植物体は約 77％の含水率に低下していた．

2）高温処理：破砕物をビニルで被覆することにより 60℃以上の高温が達成できる．堆肥化のみでは

部位により充分温度が上がらない可能性もあり，強制的にしかも太陽熱を活用して温度を上昇さ

せるプロセスを組み入れた．

3）堆肥化処理：破砕物を高温処理した資材の発酵を促進させるために，水分を70％に調整する．そ



のために残渣破砕物 5に対して 1の割合でオガクズを混合することにより，一次発酵が促進された．

強制通気を行うことにより初期の堆肥温度は 60℃に達し，前処理と，堆肥化処理の 2 回に分けて，

資材を高温処理できた．間断殺菌は効果的であり，前処理の高温から堆肥化の高温まで約 1 週

間であり殺菌には効果的なタイミングであると考えられる．さらに二次発酵においても 50℃以上の

高温が維持され，約 50 日後には堆肥化が完了した．

本堆肥化のプロセスの特徴は，太陽熱を利用した分解促進と殺菌であるが，注意する点がある．そ

れは，ウイルスの問題である．トマトの主要な病原菌は，50-60℃10 分間でほとんど死滅することが知

られているが（松田，1977），ウイルスについてはその有効性は検証されていない，ウイルスに感染し

た株については，除去し利用しないようにする．また，病原菌についても，明らかに汚染されているも

のについては，極力混入しないように排除する必要がある．

●ビニールハウスにトマト
残渣を搬入し，透明ビニー
ルにより被覆する．
●50℃以上の温度に曝す
ことにより，植物体の乾燥
が促進される．
●葉部の乾燥は茎部より
速く進行するため，茎葉部
を混合して含水率が80％以
下になるように数日放置す
る．

1次高温処理

●締め切ったビ
ニールハウスにお
いて，破砕残渣を
被覆することによ
り，60℃以上の高
温を得ることがで
きる．
●破砕後なので，
残渣の気相率が
低下し，全体の昇
温が期待できる．

2次高温処理

●シュレッダーにより5ｃ
ｍ以下に破砕する．予
備乾燥が行われずに含
水率が高すぎると，シュ
レッダーに負担がかか
る可能性がある．
●逆に，乾燥しすぎると
次のステップである，発
酵が進行しない可能が
ある．
●含水率は75％程度で
ある．

●初期はアンモニアの発生が
盛んであり，破砕してた1日後に
はアンモニアの発生が認められ
る．
●おがくずを容積で，残渣5に
対し1添加し，含水率を70％程
度に調整する．
●これにより，1次堆肥化および
2次堆肥化が速やかに進行す
る．
●期間中日平均温度が45度を
超えたのは11日であった．

3次高温処理

予備乾燥 破砕処理 高温処理 堆肥化処理

図3 トマト残渣処理において想定される一連の堆肥化スキーム

（3）残渣堆肥発生量の見積もり

ミニトマトの茎葉残渣の処理法が検討されている．家畜糞の堆肥化促進のためにトマト茎葉残渣の

添加が有効であることが示されている（市川ら，2000）．この実験は家畜糞堆肥への混合率を全体の

容量に対して 12.5％，25％，50％混合してトマト残渣の効果を検討し，むしろ家畜糞の処理に主眼

が置かれているが，トマト大規模施設の場合は，大量のトマト残渣が生じるため，トマト残渣処理の観

点からも条件を検討する必要がある．

筆者等はオランダ品種（グレース）と日本品種（ハウス桃太郎）の残渣の特性を検討しているが，含

水率から考えると双方の品種とも大きな差異はなく約 85％程度の水分を含む堆肥として利用するに

は，含水率を70％程度には低下させる必要がり（伊澤，1997），C/N比を 30程度に調製することも考

慮すると，おがくずなどを用いて水分調整を行い，堆肥化を促進させることが考えられる．

単位生産量を得るための残渣について考えると，茎葉の割合はグレースの方が少なく一般に予備

乾燥を行うにも，粉砕を行うにも，グレースのような茎葉の割合の少ない品種が望ましいと考えられ



る．

堆肥化後 51日目のデータから残渣堆肥の生成量について，本研究の結果から提案する過程を追

って考察する．51 日目では堆肥化資材の重量の約 37％になっていた．40t/10a の収量が得られた

場合 10～16ｔ/10a のトマト残渣が得られる．仮に 10t/10a と仮定して予備乾燥などで 86％の含水率

が 77％まで低下したとして 9t/10a の破砕物が得られる．それに約 10％の割合でオガクズを添加して，

含水率約 70％の堆肥化資材，約 10t/10a が得られる．この資材は 50 日後には 3.7t/10a になると予

想される．含水率 60％，乾物窒素含量を 2.5％と仮定すると 10a分の残渣から 37kg の窒素を供給で

きる堆肥になる．

(4)堆肥の評価

堆肥の利用を促進するには，粗悪品の流通を未然に防ぐ必要がある．一般に未熟堆肥は土壌に

施用されるとガスが発生し，また含まれる生育阻害物質により生育障害が生じる．生育阻害物質は複

数の物質によると考えられ，その評価には一般的に栽培試験が行われる．簡易栽培装置（富士平工

業製，さいばいくん）なども開発され，再現性よく幼植物の栽培による検定が行われるようになってき

た．しかしながら，さらに簡易な評価法も開発されている．

ここでは「農林水産バイオリサイクル研究」の成果である，シードパックを用いた堆肥の簡易評価法

について紹介し，本処理で得られた堆肥について評価する．従来法では，堆肥水抽出液の作製に

時間がかかることや根を 1 本ずつ取り出し測定するなどの手間がかかっていた．シードパック法は堆

肥を直接 2g シードパックに添加し水 20ml を加え，30℃の暗所に 3 日間静置するだけと，従来の方

法のシャーレ試験に比べ約 1/20 に検査時間を短縮できる（磯部，2006）．

実験により得られた51日目のトマト残渣

堆肥，またオガクズを添加せずに堆肥化

が不十分であると考えられるトマト残渣堆

肥を用いてそれぞれをシードパック法で

比較した（写真 2）．

コマツナ（夏楽天）の根長を比較した結

果，未熟堆肥では有意に根の伸長の抑

制が認められたが，残渣堆肥（51 日目）

では根伸長抑制は認められなかった．

堆肥の肥効を含めた総合的な評価のた

めには，やはり栽培試験が必要であるが，

残渣堆肥の評価においてもシードパック

は活用可能であり，トマト残渣堆肥の初

期の生育障害は少ないと考えられた．

Ⅳ．有機性廃棄物の活用法

1.さまざまな有機性廃棄物の活用

（1）有機栽培と問題点

有機性廃棄物を利用するために，まずは堆肥化や炭化など様々な処理がなされる．これらの資材

を活用して，野菜栽培を行うことは，未利用の資源を有効に活用すること，また枯渇しつつあるリン酸

写真2 残渣堆肥の検定法にも活用できるシードパック
根長を測定し評価する



資源を有効に活用すること，場合によってはエネルギーを有効に活用することにもつながっている．

化学肥料と最も異なる点は，素材による成分の変動や活用法が十分に開発されていない点にある．

例えば，堆肥だけでトマトを生育させようとすると，それは大量に堆肥を投入したとしても，化学肥料

の収量や生育には及ばない．それは，トマトの生育に見合った形で養分を供給できないという，堆肥

の性質上の限界に起因するものである．肥効の高い成分を混合して，また，バランスを調整した肥料

の開発がなされているため，特に葉菜類においては，有機質肥料のみで化学肥料と同じような生育

を行うことが可能となってき

ている．しかし，きめ細や

かな施肥を必要とする果

菜類においては，有機質

肥料のみで生産を行うに

は，未だに，適切な追肥を

適切な肥料により行う必要

がある．以上の点も含めて有機物の活用について利用実態と課題がまとめられている（藤原，

2003）．

畜産廃棄物については流通法の検討，食品廃棄物および圃場廃棄物については適切な利用法

の確立が求められている．

これらの問題を解決するためには，流通や施用量を管理する情報化の技術開発と，新機能肥料や

施肥法など手法の開発の 2 つのアプローチが考えられる．前者は IT 技術を活用した，より簡便な現

場に普及する技術の開発が待たれる．後者については，ひとつには肥料そのものを高機能化するこ

とが考えられる．例えば肥効調節肥料などは，化学肥料においてそのような発想のもと開発されてい

るが，有機質肥料についても同様の高機能の肥料の開発が必要である．もう 1つは，肥料のやり方を

高度化することである．センサーやＩＴ技術など，植物を取り巻く環境に合わせて，また植物の生育に

合わせて，施肥を行うことが高度な装置化により可能となってきている．以下では，後者の制御による

有機物の有効利用法について事例をあげて考察する．

（2）堆肥を有効活用する手法としての有機性液肥の追肥

1）大規模施設生産における位置づけ

トマト生産で生じた肥料成分は，装置化した追肥技術を有効に活用することにより有機質肥料のみ

で生産できるという特色のあるトマト生産に活用できるだけでなく（中野ら 2006），葉菜類の栽培に充

分活用可能となると考えられる．大規模施設生産を想定したときの，補助的な収入源としてその活用

も期待できる．

2）有機養液土耕

a)有機養液土耕とは

施設における肥培管理は，作物の作付け前に基肥を施用して，その後の作物の生育に合わせて

追肥を行うのが一般的である．しかし，農家ではそれぞれの経験に基づいて行うので，必要量以上

の施肥が行われていることがしばしばある．このことが，肥料成分の過剰な，あるいは不均衡な集積

を起こす主因であると考えられる．この様な問題点を解決し，合理的な施肥を徹底させる目的で開発

されたのが，栄養診断と連結したドリップファーティゲーション（点滴灌水同時施肥法）である．現代の

表7 多様な有機物の利用実態と課題

生物系廃棄物 利用実態 課題

汚泥類 汚泥肥料，建築資材 農業利用以外の用途の開発

畜産廃棄物 堆肥の主役 流通方法が課題

食品廃棄物 肥料や飼料などの利用拡大中 利用方法が確立されていない．

圃場廃棄物 ワラ類は利用・野菜クズは未利用 野菜屑の適切な利用方法がない．

木質廃棄物 堆肥化の副資材 建築廃材の利用が課題．
藤原，2003をもとに作成



ドリップファーティゲーションの基礎技術は，1930 年にイスラエルのブラスが開発したと言われる．そ

れ以降，チューブやエミッタ－の開発が行われ，現在では高い精度で厳密な施肥および灌水管理

が可能となっている．液肥に関しても植物栄養学の視点から様々な改良が加えられ，作目毎の肥料

および施肥法が検討されている. 実際の栽培試験の結果，栽培期間中の土壌の無機窒素含量は，

養液土耕条件下で通常の基肥中心の施肥に比べ低く推移し，毎日少量ずつ施肥した窒素が効率

よくキュウリやナスなどに吸収利用されていることが報告されている．普及技術としては，さらに，コスト

面や，装置に関しての検討が必要であるが，環境保全型農業といった時代のニーズに対応し，将来

に向けて発展していく技術と考えられる． 有機養液土耕は，上述の養液土耕の考え方と有機栽培

の考え方を融合させた技術である．土壌の有機物分解能力を超えない程度，少量ずつ有機性の液

肥を土壌に還元することにより作物の生育を制御する手法である．従来，有機物資材の利用に関し

ては，脱水や堆肥化といった時間やコストを必要とする行程が不可欠であると考えられてきたが，希

釈倍率，施用量，洗浄プログラム，点滴位置などを適切に定めることにより，未熟液体有機物の土壌

還元が可能であることが明らかとなった（中野，2000；中野ら 2001）．

ｂ） CSL を用いた有機養液土耕

有機性の液肥として使用した物質は CSL（コーンスティープリカー）であり，製紙，繊維，医療等さま

ざまな分野で広範に用いられるトウモロコシ澱粉の製造過程で生じる副産物である．現在，CSL は微

生物培養用の基質や，乾燥させて家畜飼料として用いられているが，年間 15 万トンと大量に生産さ

れるこの副産物に対し，環境保全的な側面から新たな処理および用途が求められている．またバイ

オエタノールに対する関心が高まっている．これによると，アメリカなどではトウモロコシやサトウキビを

原料としてエタノールの生産に乗り出している．肥料成分についても有効利用する必要が出てくると

考えられ，有機液肥の活用に関するニーズも拡大する可能性がある．日本ではコメからのバイオエタ

ノール生産が注目されるが，これについても本技術を応用した残渣処理が可能となると考えられる．

筆者は，無機および有機の液肥を少量ずつ土壌に還元していくシステムを試作し，トマトの生育お

よび収量に与える影響を検討した．無機液肥として養液土耕用の化学肥料を，有機液肥として CSL

用い，灌水施肥装置を使用して圃場レベルでの収量を，通常の化学肥料の基肥施用と比較すること

により検討した．無機および有機液肥を１日１株当たり窒素で平均 140mg 相当量を施用した結果，

CSL を唯一の肥料源としてトマトの養液土耕栽培が可能であった．また，このような有機養液土耕栽

培では，土壌酵素（プロテアーゼ，α－グルコシダーゼ，β－グルコシダーゼ，フォスファターゼ）の

活性が高かった．つまり，点滴で供給された CSL 由来の有機態窒素が分解され，無機態窒素が継

続して供給されたため、通常の収量を維持できたと考えられた．このような施肥法は一部農家にも活

用される事例もあり（川嶋ら，2006），堆肥の有効利用のためにも，今後の普及が望まれる．

c)メタン発酵液を用いた有機養液土耕

日本では，家畜糞尿は堆肥化されて利用される場合が多いが，近年，糞尿をエネルギー源として

有効に利用しようとする試みがなされており，メタン発酵法を用いてメタンガスを生成させ，それにより

発電する家畜糞尿処理プラントが稼動し始めている．現在，メタンを生産した後の廃液（以後メタン消

化液）については，好気処理により環境基準まで窒素成分等を低下させ放流するのが一般的である．

本研究では，このメタン消化液のメロン栽培への利用を検討した．このような有機性の廃液を液肥と

して用いた有機養液土耕を，無機性の液肥を用いた養液土耕，および慣行の基肥・追肥を行う土耕



栽培と比較し，それぞれの，収量，糖度，無機成分組成に与える影響を明らかにした．

化学肥料を基肥として用いる無機基肥区，液肥用化学肥料を用いる通常の養液土耕区（無機養

液区）および有機性液肥を用いる有機養液土耕区の３処理を設定してメロンの生育と糖度に与える

影響を検討した．有機養液土耕区としてメタン消化液区では，通常の栽培とほぼ同等の収量及び糖

度を得ることが示された．これは，メタン消化液の窒素成分の 70％が無機態窒素であるため，初期の

肥効が高く葉面積が十分確保されたためと考えられた．

3）有機養液栽培

a)有機性の液肥を用いた養液栽培

有機性の液肥を用いた養液栽培には，試行錯誤な試みがあり，豚尿を利用した葉菜類の水耕栽

培（干場，1994），牛ふん尿処理液を用いたトマト栽培（宮田ら，2003），メタン消化液を液肥として利

用した養液栽培（遠藤ら，2004），民間農法としても糞尿処理により生じる液体を養液として用いる

BNW 農法（長崎，1993）や生ゴミ堆肥から浸出する液を活用した養液栽培があり様々な方法が検討

されている．養殖魚の廃液を利用して野菜を生産するアクアポニックなどの取組みもアメリカやオース

トラリアで行われている．

実際の農業現場で普及に至らない問題点としては，成分の不均一，制御の難しさ，特に葉菜類の

場合は菌の生産物への付着や汚物感なども影響していると考えられる．また液肥として使う成分その

ものについても検討した事例は少ない．魚粉や海藻なども想定されるが，ナトリウムや塩素が問題と

なると言われ，有機物抽出液の材料としては動物の糞尿が主になると考えられている（ニコルスら，

2006）．

b）堆肥化過程で生じる堆肥等の活用のための有機養液栽培

ｂ-1）堆肥と有機液肥の施用割合

述べて来たように，環境保全型農業を推進するために堆肥の有効利用を図る必要があるが，有機

物のみの施用では植物の成長に見合った養分の供給がなされないため，慣行施肥に比べ充分な収

量や品質が得られない場合が多い．特に初作においては土壌中に蓄積された肥料成分が少ないた

め，堆肥を施用した場合，生育後期において外観上の葉色の低下など，顕著な肥料不足に伴うと考

えられる特徴が認められる．このような肥料不足に対する影響を緩和するために施肥量を増やす処

理区と，有機性液肥による追肥を行う処理区を設けそれらの有効性を検証した．通常肥料不足を起

こした場合追肥をするが，一般に有機質肥料は肥料濃度が低く速効性に乏しいため使用に適さな

い．そのため，まず，通常の数倍から数十倍の過剰施肥の効果を明らかにする区（堆肥区）を設定し

た．さらに，肥効の早いCSLを活用した追肥法（+CSL区）について合わせて検討した．堆肥をベース

として施用した場合に生じる，初期の肥料不足，特に窒素をはじめとする多量要素の不足を補助す

る手法として CSL の追肥について検討し，有機質肥料のみで生産性や品質を維持したトマト生産を

行うための施肥条件を明らかにした（中野ら，2006）．

その結果，堆肥区では施用量増加に伴って，葉の硝酸濃度の上昇が認められたが，総収量は同

程度であった．+CSL 区においては堆肥区に比べ葉色の緑化が認められたが，総収量は堆肥区と同

程度であった．糖度は堆肥区が+CSL 区に比べ高く，平均 0.4Brix%の上昇が認められた．茎および

果実の窒素濃度は+CSL区が堆肥区に比べ高く，同様にアミノ酸濃度も高くなった．δ15N値は+CSL

区が堆肥区に比べ低くなった．これは，CSL の窒素が堆肥に由来する窒素に比べ多く吸収され，そ



の結果果実のδ15N 値が低下したも

のと考えられた．果実に吸収された

窒素が堆肥または CSL に由来する

と仮定すると CSL に由来する窒素が

果実窒素の 55～84％を占め，有機

物でも追肥窒素が速やかに吸収さ

れ果実の窒素およびアミノ酸濃度を

高めていると考えられた．堆肥の過

剰施肥によっても，トマト果実の窒素

濃度を，化学肥料を与えて得られる

トマト果実の窒素濃度レベルである

20mg/g 程度にまで高めることはでき

ないが，CSL の追肥により化学肥料

並の果実の窒素濃度およびアミノ酸含量に高めることが可能であった（中野・上原，2006）．

これらの結果から，堆肥の施用量を算出すると，重量で牛糞堆肥 2 に対して，鶏糞堆肥 1 を混合し

た堆肥の場合施用量を増加しすぎても収量が低下した．また，トマト一株あたり，0.66kg 与えて後は

CSL で追肥することにより，収量および品質が最大化する可能性を見出した．

b－2）無土壌環境における有機液肥の活用

養液栽培の定義には様々有るが，その一つには土壌を使わないことが挙げられる．上記の結果を

踏まえて，現在までは CSL の分解のため土壌を加えていたが，それを無くした場合にどうなるかを検

討することを考察する必要性が出てきた．すなわち，堆肥と有機質培地を混合した培地に対して

CSL を有機養液土耕の要領で日施用した場合どの程度の収量がえられるかということである．

現在，生産に必要とされる残りの成分を CSL により添加して，トマト生産の可能性を検討している．

試算であるが，残渣由来でまかなえない窒素は，66kg/10aであり，1日 90mgN/株の肥料をCSLによ

り施用し残渣を活用するシステムを検討している．残渣堆肥でも，家畜糞堆肥などと同様に，相対的

に Ca や Mg が多くそれを活用するために，CSL を利用することが理にかなっていると考えられる．現

在までに，カキ殻石灰でそれらを補う有機養液土耕や（中野，2000；川嶋，2006），堆肥を有効に活

用する指標を明らかにするために堆肥施用量を変えたときのCSLの追肥効果を検討し，適正な添加

量を明らかにしてきた（中野ら，2006）．また，現在これらの結果を踏まえて，堆肥を培地とした有機養

液栽培を検討し，培地の通気性などを工夫することにより通常の化学肥料を用いたロックウールのシ

ステムに匹敵する収量および品質のトマトが得られることが明らかになりつつある．

家畜糞堆肥の有効利用技術は作物残渣堆肥でも応用可能であり，量的管理の考え方を有機栽培

にも適応しているといえる装置化による追肥技術を活用することによりそれらに含まれる肥料成分を

有効に活用していくシステムが開発されると考えている．

b－3)有機養液栽培におけるトマト残渣の活用の可能性

施肥のバランスを考える必要があるが，大規模施設で得られるようなトマト残渣を上記の有機養液

栽培で活用すると仮定する．まず，1 株で 4 段当り 0.66kg の堆肥を活用できるので，周年で 20 段栽

培したとして，また，2000 本/10a として，6.6t の堆肥を活用できることになる．残渣堆肥は 10a 当り

図4 堆肥の施用量およびCSLによる追肥がトマトのδ15N値に与える影響

有意差検定はFisherのLSD検定を用いた．*は5％の危険率で有意差あり．
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3.7t 生産されるので，2.9t は家畜糞堆肥で補い，CSL で追肥を行う，有機養液栽培による循環生産

が考えられる．通常の有機物施用量1～2t/10aの 5倍余りの有機物を添加するが，有機液肥の量的

管理および培地の好適管理法の開発により高効率の有機物利用技術を確立することを目指す（図

5）．

残渣等の有機性廃棄物を活用する施設生産モデル
資源とエネルギーの最大利用

●製糖工場からの副産物コーンスティープ
リカーを活用した，トマト生産が可能となっ
た．
●家畜糞堆肥を有効活用するための有機
性液肥の活用法を開発

関連する技術開発の現状

立地条件を活かした今後の展開

●バイオエタノールの生産に伴うトウモロ
コシ関連の副産物の活用が発展する可能
性がある．
●施設生産において生じる残渣の効率的
堆肥化法の開発．
●東海地域は，
（１）施設生産が盛ん
（２）食品工場（製糖工場）が多い
（３）畜産も盛ん
（４）大消費地が近い
等の検証実験を行う絶好の地域である．

CSL家畜糞堆肥

有機養液栽培+培地好適管理

大規模生産で問題となる
残渣の循環利用

残渣
10t/10a

残渣堆肥
3.7t/10a

木質系バイオマス
1t/10a

2.4t/10a2.9t/10a

バイオエタノール

収量
40t/10a

エネルギー
CO2

高効率の有機物利用施設

図 5 堆肥の有効活用を想定した大規模施設生産のモデル

Ⅴ． おわりに

本研修課題の目的は，「施設栽培の植物残渣や，有機性資材・廃棄物の利用技術についての知

識を習得する．」であったが，根底にある農産物を取り巻く状況について最後に見ておく．

有機物を有効に利用することは，農業の環境に与える影響を最小限に食い止めること，また，「農

地はゴミ捨て場ではない」との意見もあるが，食品などの周辺産業からの廃棄物を積極的に“浄化”

する側面もある．このような考え方について，生産者や消費者はある程度認識があり理解しているも

のと考えられるが，特に消費者は利便性が優先するため（神門，2006），農産物へのより深い理解に

は至っていないのではないかと考えられる．エコファーマーを目指す農家が増え，有機農産物に関

心を抱く消費者も相変わらず多い．情報に振り回されないためにも農産物の背景への理解を深める

ことが必要である．このような考えは今後さらに普及する必要があり，その土台となる研究成果もきち

んと普及し啓蒙活動にも活用していく必要がある．

したがって，研究する視点としては，今後も生産者と消費者からの双方が重要であり，持続的な農

業生産を推進するための両輪であると考える．具体的には，生産者の視点に立ち，経営を安定化さ

せる事の出来る技術開発や，環境保全に寄与しているなど生産者のやりがいが醸成できる新しい施



用法や栽培法を提案していく必要がある．このような目的を達成するためには，多種多様な有機質

資源を有効に利用するため，資材の特性に合わせたより細やかな技術開発が必要となる．

もう一つは消費者の農産物への信頼を確保する，また消費者の農産物への理解が深まると考えら

れる，農産物の科学的情報の開発と啓蒙である．成分などの分析情報は，新しい科学的な分析手

法は施肥履歴（Nakano ら，2003；中野，2004；中野ら，2004）や原産地判別技術に応用されるととも

に，科学の発展によって新たなリスクが明らかになる場合もある．逆に新たなベネフィットが明らかに

なる場合もある．現状の栽培法などにおいて農作物がどういう状態にあるのか微量無機成分のレベ

ルでデータベースを構築しておくことも長いスパンで見ると，成分の歴史的な変遷が明かになるなど

意味のあることと考えられる．今後さらに，有機性廃棄物を有効に活用する手法の開発と同時にそれ

を評価する評価手法の開発を相互に進展させ総合化する必要がある．

農産物や食品について安全性や信頼性が議論される機会も増えてきたが，未だに無批判に有機

農産物の優位性をアピールする事例も見受けられる．このような傾向は機能性食品などで言われる

ようになったフードファディズムと相通ずるものがある（中野，2005）．全てにおいてメリットとデメリットが

あることは当然のことであり，問題も含めた実態を定量的に記述し，科学的に議論できる情報として

いく必要がある．今後，環境保全型農業を含めて，有機農業を推進していくためには，それにより生

産される農産物について，生産者や消費者の双方が判断の材料となる納得できる，科学的な研究

結果の蓄積が必要である．
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６．トマト大規模生産の栽培技術と経営

農事組合法人アグリパーク南陽

吉田勇雄

アグリパーク南陽の事業開始の経緯、現在の栽培と経営の状況について、お話しする。

○トマトの大規模施設栽培に取り組むため、農事組合法人アグリパーク南陽を、平成14年2月

に設立した。

○トマト栽培施設は、輸入急増対応特別対策事業の補助その他を受けて、平成17年4月に完成

した。

栽培施設等の規模と事業費は次の通りである。

ハウス面積 19,584 ㎡

作業棟面積 1,088 ㎡

施設事業費 4億6800万円

○トマト栽培状況

カゴメ（株）の指定品種として、生食用中玉の「ラウンドレッド」1ha、業務用大玉の「デ

リカ」1haを栽培している。

第1作目 平成17年5月に定植、7月10日まで収穫（試験栽培 。）

第2作目 平成17年8月17日定植、平成18年7月まで栽培。



７．大型施設におけるトマト低段栽培

野菜茶業研究所 高収益施設野菜研究チーム
川嶋 浩樹

１．はじめに

近年のわが国のトマト生産は栽培が長期化する傾向にあり、増加しつつある大型施設ではハイ

ワイヤー誘引方式による長期栽培が一般化している。この方式はオランダで開発された技術をそ

のまま利用していることが多いが、オランダでは最大で年間70t/10aといわれる収量が、わが国

ではその半分以下に留まっている。オランダのように年間の気温差が小さい環境とは大きく異な

り、四季があり、寒暖の差が大きい日本の気候では、周年にわたる長期栽培は品種の選択や環境

制御の面で難しいという見方もある。生産したトマトの品質を安定させる技術が重要とされる一

方、生産性向上技術は経営安定のためにも重要である。また業務用トマトの需要が増える中、周

年的に定量を安定して出荷することも求められている。

そうした中、トマトの１～３果房程度を残して摘心する短期栽培を繰り返す「低段栽培」に活

路を求める動きがある。最も単純化された形が１段栽培であり、第１花房の直上で摘心して第１

果房のみを収穫する栽培法である。栽培管理の徹底した合理化・省力化をねらい、1960年代にNF

T養液栽培方式を開発した英国のクーパーらが考案したとされている。わが国では奈良農試の久

富らが1970年代に取り組んでいる。この方法は収量確保のために超密植が不可欠となるため、大

量苗生産技術が必要となるが、当時は未確立であった上、土耕栽培されていたため普及するには

至らなかった。しかし近年、養液栽培技術やセル成型苗による省力的な育苗技術の発展などを背

景に、１段栽培は合理的・省力的なトマト栽培法として見直されるようになった。加えて、長期

草勢管理、肥培管理等が難しく安定生産が困難であった高糖度トマトを、安定して生産栽培では

する技術として取り組まれている。トマト低段栽培は兵庫、静岡、愛知、千葉等の各県、野菜茶

業研究所、大阪府大、岡山大等の研究機関で取り組んだ事例がみられる。なお、トマト低段栽培

に関する文献は、渡辺 が解説しているので参照されたい。)1

、 、本稿では トマト低段栽培の特徴や方法について概説するとともに生産現場での実例を紹介し

大型施設におけるトマト低段栽培の意義と今後の課題について話題を提供する。

２．トマト低段栽培の特徴と方法

トマト低段栽培は、１～ 果房を収穫して栽培を終了する栽培法を指すことが多く、また単位3

面積当たり収穫量の減少を避けるために密植されることが多い。目標とする収穫果房数や収量等

により 当たり ～ 本程度で「低段密植栽培」されるのが一般的である。低段密植10a 3000 10000

栽培の中で最も単純化された、１段密植栽培については、小林 によってその特徴が整理されて)2

いる。２段、３段と果房数が多くなっても、メリット、デメリットは、基本的には１段栽培と同

じである。渡辺 、小林 、岡野 を元にトマト低段栽培の特徴をまとめた（表１ 。）)1 )2 )3

トマト低段栽培の利点としては、①パターン化した生育過程が繰り返されるため、栽培管理作

業が簡単な上ルーチンワーク化できることから、高度な技術が不要になり作業の省力・軽労化が

可能、②栽培期間が短いため病虫害のリスクが少ない、③収穫対象果房が限られることから、果



実の高糖度化が容易な上に

秀品率が高い、④計画的な

作付けにより周年定量出荷

、 。が可能 などがあげられる

一方、問題点としては、

①作付け回数が多く、密植

されることが多いため大量

の苗を必要とし、種苗費が

かさむ、②また栽培終了後

の片付け、次作の苗運搬・

定植作業に多大な労力を要

する、などがあげられる。

トマト低段栽培は収量性

に劣るともいわれるが、多

作付け化、密植栽培、移動

ベンチ利用などによるスペ

ースの効率化により高収量

が可能である 。後に紹介)4

するように、２段の栽培槽

を空間に配置することによ

り、多収を達成している事

例 もある。一方、作業面)5

では、改植作業に多大な労

力を要するため、高設化し

た養液栽培が栽培システム

として採用されており作業の省力・効率化が図られている。栽培装置は、 方式 、保水シーNFT )4

ト耕方式 などがあげられる（図１ 。）)3,6

トマト低段栽培の方法について、野菜茶業研究所で開発した保水シート耕方式の若苗定植によ

る１段密植栽培システムを例に概説する （図１Ｂ、図２ 。本栽培方式は、高糖度トマトの周）)7

年生産をねらったものである。ロックウール細粒綿を詰めたセルトレイで底面給液方式により育

苗の省力化を図り、本葉数枚の若苗で定植することにより定植の軽労化を図っている。セルトレ

イは ～ 穴、培養液濃度は ～ として本葉 ～ 枚まで育苗する。育苗用のプ50 72 EC1.2 2.4dS/m 4 5

ールベンチは栽培面積 に対して、 ㎡程度を目安としている。栽培槽の間隔は ～10a 30 120cm

、 、 。 、140cm 7 8cm 10a 8000 10000株間 ～ 栽植本数は 当たり ～ 株である 保水シート耕方式では

湿ったシート上に根系が発達し、先端部は液貯留部に到達する。シート上の根系は空気に露出し

ているため、湛液水耕よりも酸素欠乏の危険は小さい。遮根シートにより不織布への根の進入が

防がれるため、栽培終了後の根の撤去が容易である。シート類は洗浄して再利用できる。栽培ベ

ッドは、ハウス用パイプ、発泡スチロールによる自作が可能である。トマト果実を高糖度化する

ために、第１果房の第１果がピンポン玉大になった頃を目安に塩類ストレスをかけ始める。栽培

表 トマト１段栽培の特徴1
1段トマト栽培のメリットとデメリット 従来のトマト栽培との比較

シンプルでパターン化した生育過程を繰り
返すため、ルーチンワーク化しやすい。ま
た、前作の栽培管理に修正を加え、次作の
管理に反映させることができ、学習効果が
高く、技術の向上、修得が早くなされ、完成
度の高い栽培法となる。

デ
メ
リ
ッ
ト

育 苗

密植多作付けのため、大量の苗を要し、
種子代、育苗労力が大きくなる。

メ

リ

ッ

ト

季節に適合した品種を使い分けることがで
きる。

苗の本数が少ない。

植付
け作
業

作付け回数が多いため、栽培終了後の後
片付けと、次作の苗の運搬や定植回数が多
くなる。

定植や後片付けの回数が少ない。

作付け計画が不十分であると、収穫の山・
谷が多段栽培以上に大きくなることがある。
他方、適切な計画であれば安定生産が可
能になる。

計画性

作型を決めれば、従来の栽培暦の通りであ
る。

周年生産になるため、区画化して作付ける
など、病害虫の蔓延を防止する対策が必要
になる。

栽培終了から次作の定植までに期間があく
ため、病害虫対策が可能である。病害虫

管理

定植時やその直後は、座ったままの作業
が多い。また、後半は、つる下ろし等の誘引
作業に労力がかかる。

病害虫
管理

栽培期間が短いため、生育前期に病害虫
の防除を徹底しておけば、定植後は薬剤防
除を行わずに低農薬栽培ができる。

栽培の途中で病害虫が蔓延するとその後
の栽培が続けられなくなるため、定期的な
防除が必要である。

管理
作業性

高架ベンチを用いると、立ったままの姿勢
で全ての作業ができ、脚や腰への負担が少
ない。また、同じ高さに開花着果するので誘
引、ホルモン処理、収穫等の作業性が良
い。

年間1作ないし2作の作付けでは、経験を
積み重ねるのに年数を要し、熟達が遅い。

装 置

1作の期間が短いため、根圏の容量が小
さくて済み、ベッドの軽量化が可能。

根量が多くなり容量の大きいベッドが必
要。

リスク
分散

短期栽培の繰り返しであることから、栽培
に失敗した場合のリスクが分散される。

栽培に失敗すると、その作を断念するもし
くは、再定植が可能でも次の定植～収穫に
時間を要する等、経営的なダメージが大き
い。

栽培の
安定性

栄養生長と生殖生長のバランスを崩すと、
空洞果や小玉果が多発し品質が低下する。
高糖度化を図る場合には肥培管理が難し
い。

収量性

密植栽培と移動ベンチの組み合わせによ
り無駄なスペースがなく、単位面積・時間当
たりの収量が高くなる。

定植直後の無駄なスペースが多い。

品 質

花房間の競合がなく、1段花房だけにし
ぼった管理ができるため、高品質で均一な
果実生産が可能である。また、高糖度化を
図る場合のストレス処理も容易であり、安定
的に生産できる。



槽内の培養液濃度は、処理前は供給培養液濃度は ～ 程度(栽培槽内は 以EC1.2 2.4dS/m EC3dS/m

下)、処理後は ～ (栽培槽内は収EC4 5dS/m

穫開始前までに ～ 程度まで徐EC15 25dS/m

々に上昇させる)程度が目安となる。果実

の高糖度化を図る技術では静岡農試のグル

「 」ープが開発した 根域制限型養液栽培装置

（図１Ｃ，Ｄ）による低段（３段）栽培を

アメーラ倶楽部が採用している 。)8

図１ トマト低段密植栽培の養液栽培方式 Ａ：高設型 方式(兵庫農技セ） 、Ｂ：保水シート耕方式(野菜NFT )4

茶試） 、 ・ ：遮根培地ユニット（ )と毛管点滴給液（ )）による根域制限型養液栽培装置(保水シート耕方C D C D)3

式 （静岡農試） 。） )6

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

図２ トマト１段密植栽培の概要

図２ 年間６作としたときの作付けスケジュール



一方、兵庫農技センターでは、高収量周年生産を目指した低段密植栽培技術の開発に取り組ん

でいる （図１Ａ、図２ 。種苗費や苗床面積、定植・管理作業等と経済性も考慮して、可動式）)4

プールベンチなどを用い、１株６果どりで 株 を標準とした１段栽培で実証試験を行っ6700 /10a

。 、た 閉鎖型育苗システムの利用などでスケジュールを調整すれば年間６回の作付けが可能であり

目標収量 に対して 、糖度６度以上となった。41t/10a 33.5t/10a

３．低段栽培によるトマト生産の実例

（１）野菜茶業研究所方式の事例 )9,10

、 （ ）宮崎県門川町では 名の生産者が 前述の野菜茶業研究所方式 若苗定植・保水シート耕方式2

による１段密植栽培に取り組んでいる。もともと土耕で高糖度トマト栽培に取り組んでいたが、

より確実に高糖度トマトを周年安定生産できる可能性があるとして試作を経た後に、 年か2001

1 55a 2ら全面的に導入した 名はハウスを増設し 計 で周年 桃太郎ヨーク を栽培している。 、 ’ ’ 。

1 3名ともハウス内を区画分けし 播種期をずらしながら周年生産を行っており つの区画で年間、 、

～ 作、年間作付け回数は延べ 数作になる。一段栽培を基本としているが一部に二段栽培3.5 20

7を取り入れている。品種は’桃太郎ヨーク ’ファーストパワー’である。目標糖度は夏場で’、

度以上、それ以外の時期で 度以上としており、ほどほどの糖度で収量を確保する方針をとって8

いる。年間収量は現状で 程度、主に九州内の大手スーパーや生協等への契約出荷が主体10t/10a

である。

（２）コスモファーム（福岡）

生産法人として設立され、 年に（有）コスモファームとH13

して現在に至る。トマト部門、ベビーリーフ部門等からなる多

品目生産体制により経営の安定を図っている。経営総面積約

、うちトマト部門は約 、年間の総売上は約 億円22.0ha 1.2ha 4.5

である。トマト部門では、土中に遮根シートを埋設した簡易隔

離床方式で養液土耕による長期栽培で高糖度トマトを生産して

いた。同法人では、高軒高ハウスでハイワイヤー誘引方式で行

っていたが、連作障害で生産量が減少してきたため、 年かH17

らトマト低段栽培について検討が始まり、翌 年には全面的H18

に野菜茶業研究所方式の低段密植栽培へ切り替える決断をし

た。

平成 年３月から同方式での生産を開始し、２段栽培により高糖度トマトを生産している。18

温室を８ブロックに分割して、 ブロックに約 株を定植し、１作目はほぼ 日ごとに播1 12000 10

種した。以前の栽培で使用していた作業台車用のレールをそのまま利用しているため、栽培槽の

間隔が多少広いが 当たりおよそ 株である。育苗時のトラブルとみられる苗の徒長、着10a 8000

果位置の高節位化・花飛び、障害果の発生や培養液管理で苦労しているようである。着花位置が

そろわずストレス処理開始時期の決定が難しく、第２果房に尻腐れが多発するなどがみられる。

育苗は委託生産から底面給水方式による自家育苗に切り替えるなどの対策が検討されている。そ

の他の管理についても２作目以降、順次改善されるものと思われる。福岡県の普及センター、農

総試、野菜専技などが連携して全面的に支援しており、大型施設におけるトマト低段栽培の導入

事例としてその成否が注目される。

写真１ コスモファームトマト施

設全景（上）とその内部(下）



（３）カンジンファーム （栃木）)5

農業担い手の高齢化・後継者不足の動きや国際競争力のアップに対応するための大規模化を見

据えて先行技術開発とその実用化を実証するプロ

ジェクトとしてスタートした。トマトを対象に、

収量目標を に設定し、高度な栽培技術を50t/10a

必要とせず普及しやすい技術として低段栽培を取

り入れた。さらに上下２段の栽培槽を有する上下

「 」（（ ） 、立体時間差連続栽培方式 鮮力農場 株 誠和

特許取得済み）という斬新な方法で４段摘心栽培

を連続的に行う。本栽培方式は、下段で収穫が終

わると、上段で育った収穫直前のトマトを下段に

降ろして収穫開始となる。上段には別の場所で育

苗した苗を定植し、これを繰り返すというもので

ある。ハイワイヤー誘引方式のように高軒高ハウ

スの空間を有効に利用して、すでに年間収量 と国内最高水準の収量を達成している。45t/10a

同農場は栃木県那須野町に立地し、温室面積 、本圃面積約 、育苗施設、選果場等を1.2ha 0.9ha

3 1 24備えている。本圃は ブロックに分けられ、 ブロック年８回（４回×２段）定植し、全体で

回が作付けされる。閉鎖型人工気象室で 次育苗後、２次育苗され定植されるが、小面積で育苗1

する技術にもノウハウが詰められている。定植は、長さ２ に分割された栽培容器に のm 7.5cm

ロックウールキューブで育苗した苗を置いていくだけで非常に簡単である。品種は、季節により

２品種を使い分けている。生産量の ％が外食業務用に販売されている。95

４．大型施設におけるトマト低段栽培の意義と今後の課題

前述したように、トマト低段栽培では生育過程がパターン化されるため、誘引・整枝をはじめ

とする各種管理作業が単純化・平易化される。このため、作業の習熟も容易であり、大量の雇用

労力を必要とする大規模生産でも雇用労力の導入がスムーズに行われるものと考えられる。誘引

等の管理作業が単純化されていることから、慣行の栽培方式では難しいとされる機械化・自動化

による作業の軽労化・省力化が将来的には可能になるかもしれない。さらに進んで植物工場的な

生産システムへの移行も想定できる。

トマト低段栽培では、周年にわたって作付けされるため周年雇用が可能である。また若干の問

題は残るものの、計画的な周年生産体系が構築されることで周年にわたって計画的な定量出荷が

可能になる。品質・収量のコントロールもある程度可能であり、今後も需要が増えると思われる

業務用トマトの大規模生産にも対応できると考えられる。

その他にも、前述したようなトマト低段栽培のメリットの多くは、大規模生産に適合したもの

であると考えられる。しかし、トマト低段栽培でもやはり問題点を残しており、前述の生産現場

でもその対応策を検討しながら日々取り組んでいるところである。そこで、トマト低段栽培にお

ける今後の課題をあげてまとめにかえたい。

トマト低段栽培では密植、多作付けとなるため、種苗コストの削減は大きな課題であり、挿し

芽の利用なども考えられているが、今のところ決め手となる技術はない。トマト低段栽培では品

種選定も重要であり、低節位で安定した花房着生と着果安定が不可欠である。また、養液栽培適

写真２ カンジンファームの上下立体時間差連続

栽培方式「鮮力農場」 での栽培の様子)5



性、無側枝性、単為結果性、芯止まり性、病虫害抵抗性など、専用品種の登場も望まれる。それ

が固定品種であれば種苗コストの削減も期待できると考えられる。

一方、トマト低段栽培では、大量の良質苗を効率的に生産・供給する技術も必要である。育苗

の遅れは本圃の空白期間を増やすことになり収益性にも影響するなど、計画通りに確実に育苗す

ることが重要である。また目標とする時期に確実に着花させ、花数を確保しなければこれも収量

に直結するだけに、苗質の確保も慣行栽培以上に重要になる。上述のカンジンファームや兵庫農

技センターのグループなどでは、閉鎖型育苗システム を導入して計画的な生産を図っている。)7

閉鎖型育苗システムにより、第１花房の着花節位が安定し、気象条件の影響を受けずに均質な苗

を計画的に生産することことが可能になっている。

周年栽培することになるため、夏季高温環境の改善は収量、品質を確保する上で重要である。

特に大型施設でのトマト生産では定時定量出荷が求められる業務用需要の要望への対応が可能に

なる。一方、切れ目なく生産が可能なトマト低段栽培ではあるが、施設内には常に植物体が存在

することになるため、病害虫対策は難しくなる。病害虫の侵入防止や初期防除など基本的な対策

を徹底することが必要である。ハウスを短時間密閉して高温処理を行うことで害虫を抑制する方

法も検討され、着果後の処理であれば生育、収量への影響はないという報告 もある。)12

その他にも、養液栽培の廃液処理、植物残渣などの廃棄物処理は、トマト低段栽培に限った問

題ではなく、生産規模が大きくなるほど頭の痛い問題であるが、ここでは扱わなかった。
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大型施設の設置状況について

------ アンケート調査への各県の回答

本研修参加の各位にお願いし、各県の大型施設（ ㎡以上）の設置状況を調査して3000

いただきました。そのご回答をそのまま掲載します。
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３．福島県 ８４

４．栃木県 ８５

５．群馬県 ８６

６．埼玉県 ８７

７．長野県 ８９

８．静岡県 ９０

９．富山県 ９１

１０．岐阜県 ９２

１１．愛知県 ９３

１２．三重県 ９４

１３．奈良県 ９５

１４．鳥取県 ９６

１５．島根県 ９７

１６．岡山県 ９８

１７．山口県 ９９

１８．徳島県 １００

１９．長崎県 １０１

２０．熊本県 １０２

２１．宮崎県 １０３

２２．沖縄県 １０４



１．宮城県 所属・氏名 宮城県産業経済部農業振興課 今野誠
１．宮城県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡ 1 鉄骨型 2.8ｍ いちご 夏秋栽培 養液栽培 ２ｔ／10a 法人 ３～４人
3,000㎡ 2 鉄骨型 ２ｍ いちご 促成栽培 土耕栽培 ５ｔ／10ａ 個人 ３人 同様の形態他に数事例

3,000㎡ 3 鉄骨型 2.5～2.8ｍ いちご 促成栽培 養液栽培 5～5.5ｔ／10ａ 個人 ３人 １～２人 ６経営体
3,000㎡ 4 鉄骨型 2.5ｍ いちご 促成栽培 養液栽培 3.5ｔ／10a 個人 ２人 ４経営体
3,000㎡×３棟 5 鉄骨型 2.8ｍ いちご 促成栽培 養液栽培 3.5ｔ／10a 任意組合（構成員３戸) ６人 ６人 これ以外に2,500㎡×３

3,000㎡×３棟 6 鉄骨型 ３ｍ いちご 促成栽培 養液栽培 5.3ｔ／10a 法人 ９人程度 これ以外にトマト，花き部門あり

3,000㎡×４棟 7 鉄骨型 ３ｍ いちご 促成栽培 養液栽培 6.9ｔ／10a 法人 １３人 今年２０，０００㎡増設

4,800㎡ 8 鉄骨型 ３ｍ 高糖度トマト越冬長期 土耕栽培 ？ 法人 １０人程度 全経営面積約10,000㎡

5,000㎡ 1 鉄骨型 ３ｍ トマト 促成＋抑制 養液栽培 14～15t/10a 任意組合 ？
10,000㎡ 1 フェンロー型４ｍ トマト 越冬長期 養液栽培 30～32t/10a 法人 １５人程度 同様に３法人ある

10,000㎡ 2 フェンロー型４ｍ ﾄﾏﾄ・ミニﾄﾏﾄ越冬長期 養液栽培 ﾄﾏﾄ24t，ミニ9t 法人 １５人程度
11,000㎡ 3 フェンロー型4.3ｍ 高糖度トマト越冬長期 養液栽培 14～15t/10a 法人 １２人
11,610㎡ 4 鉄骨型 ３ｍ トマト ８作型組合せ周年栽培 養液栽培 ２０ｔ／10a年間 法人 ？
12,000㎡ 5 鉄骨型 5.3ｍ パプリカ 促成栽培 養液栽培 法人 １２人程度 現在１作目
20,000㎡ 6 フェンロー型４ｍ トマト 越冬長期 養液栽培 26～27ｔ/10a 法人 ２５人程度

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

＜養液栽培いちごについて＞
普及・行政が積極的に指導支援を行い担い手ととして育成していくべき対象として関わっている事例が多い。

＜養液栽培トマトについて＞

本県の大型施設による施設野菜生産は概ね１棟3,000㎡程度の鉄骨型ハウスによる促成栽培いちごの養液栽培と１棟10,000～20,000㎡程度のフェンロー型ハウスによる越冬
長期栽培トマトの養液栽培に大別できる傾向にある。

指導支援内容では，栽培技術指導が中心であるが，一部では本県で開発した養液栽培システムが導入されており施設の操作・メンテナンス部分の指導を行う場合もある。ま
た，個別経営体が中心ではあるが経営規模が大規模であり経営管理指導を同時に行っている場合が多い。
いちごについては，大型施設である前に養液栽培についての問題点が多く，目標収量に達していない場合が多い。大型施設＋養液栽培システムに資本投資した分を面積あた

りの収量向上だけでは償却できず，省力化による規模拡大分で補っている傾向にある。技樹的な課題については，育苗，養液管理，温度管理など様々な角度から原因の把握と
対応を試みているが体系的に確立された技術対策がない状況。

従来から施設園芸を営んでいる農業者の規模拡大という事例もあるが，施設園芸以外（水稲等が主）の部門を中心に経営していた農業者が施設を導入したり，農業以外の分
野から参入したりして経営を開始する事例が目立つ。

病害虫防除（ＩＰＭや減農薬栽培的な取り組みなど）や高糖度トマト栽培など技術のある１部分について専門的に指導支援を行う場合に普及・行政が積極的に関わる場面が多
技術指導以外の部分で普及・行政が関わる場面として経営管理等を指導する事例もあるが，経営規模が大きくほとんど法人化していることから直接税理士などに指導を受け

また，施設が大型化することにより，ハウス全体の中で作物の生育にばらつき（ハウスの中の場所によって生育に差ができる）ができ全体収量に影響が出ている事例が目立
つ。さらに施設の大型化に伴い経営規模全体が大きくなり，これに対応した育苗施設設備や揃った苗の確保が困難となり，生育格差の原因となっている。

一般的な技術については，ほぼ確立されつつある。東北地方にあって本県では越冬して収穫を行う作型が定着しているため，原油高騰の影響が大きく，施設が大きいほど経
営的に影響が大きく出ている。原油高騰の対策としてハード面の整備や温度（とそれに対応した収益性)効率を向上するための技術的側面の対策，重油代以外の部分のコスト
削減，販売を含めた経営全体の対応などが大型施設の課題となっている。

補助事業を活用して導入されるため，事業導入段階の経営計画などで普及・行政が指導を行うが，建設段階から施設メーカーやシステムメーカーの指導を受けて事業が進め
られる場合が多い。このため栽培開始当初の施設操作や基本的な栽培技術指導もメーカーにより行われている。数年間メーカーによる基本的な技術指導を受けた後に普及・行
政による専門的な指導を受ける経営体とそのまま独自で技術を確立していく経営体とに分かれていく傾向にある。このように分かれる理由はケースバイケース。



２．山形県 所属・氏名 山形県酒田農業技術普及課・山崎紀子
１．山形県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨型 2.2ｍ いちご 促成 養液栽培 法人 2 ３～４人

2
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

・当県では、３０００㎡以上の大型施設の導入はまだほとんどなく、パイプハウスを県の事業を活用して少しずつ増棟し
ている状況である。そのため、大型施設の導入に関しては、導入品目の選定や施設規模の設定等には相談に乗ってい
る。
・当県では、連棟ハウスにおける融雪技術の研究を平成10年から16年まで行い、その間少しずつ導入され始めている。



３．福島県
１．福島県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000m2 ～ 1 フェンロー型 4.0 中玉トマト 周年 養液栽培 約10t 個人 4 常時2～3
5,000㎡～ 1 フェンロー型 4.2 トマト 半促成＋抑制 養液栽培 24t 会社 常時１５ ２棟あり
5,000㎡～ 2 フェンロー型 4.2 葉ねぎ 周年 養液栽培 － 農事組合法人 3 常時:13、臨時:10
5,000㎡～ 3 フェンロー型 － 葉菜類（多品目） 周年 養液栽培 － 会社 2 －
10,000㎡～ 1 フェンロー型 4.5 トマト 長期どり 養液栽培 40t 会社 6 常時２５
10,000㎡～ 2 鉄骨型 3.7 トマト 長期どり 養液栽培 21t 会社 常時２６
30,000㎡～ 1 フェンロー型 4.0 ミニ、中玉、大玉トマト 長期どり 養液栽培 18t 会社 常時４２ ２棟あり
50,000㎡～ 1 フェンロー型 4.5 トマト 周年 養液栽培 － 会社 3 常時１８０

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と導入上の課題

関わり方 ・導入時の支援は、事業費圧縮に伴う機械施設の選定等、事業導入計画に係る技術面、経営面での助言が中心
・導入後については、養液管理等の支援のほか、栽培管理、病害虫防除に係る助言を実施
・経営安定のため、新規品目、新品種の導入などの助言を通じて、経営コンサルテーション的な支援も実施

導入上の ・導入に当たり、多額の投資が必要不可欠となるため、補助事業、制度資金の活用が不可欠
課題

・投資額が多額となるため、技術的にも経営的にもつまづくことが許されない。（運転資金も多額となるため、経営回復が難しい。）
常に情勢の変化に対応し、新規品目導入も見据えた経営感覚がより求められる。

雇用を抱える以上、経営の維持、継続のための決断が強く求められる。
・根雪のある地域での導入は更なるリスクが伴うため、導入事例は無い。

・生産量も大きいことから販売戦略が重要。各経営体の特徴としては系統出荷、量販店契約、直売を組み合わせているところが多い。

・大規模経営である以上、生産技術はもとより、経営者としての的確な決断力が不可欠。

所属・氏名 福島県県中農林事務所農業普及部 矢島 清行



４．栃木県 所属・氏名 栃木県経営技術課 植木 一博
１．栃木県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨型 3.5m トマト 促成長期 養液栽培 23t 個人 3 5

2 鉄骨型 3.5m トマト 促成長期 土耕栽培 15t 個人 2 2
3 鉄骨型 3m トマト 促成長期 養液栽培 16t 個人 3 5

5,000㎡～ 1 鉄骨型 4m トマト 促成長期 土耕栽培 24t 法人 3 6
2 鉄骨型 3.5m トマト 促成長期 養液栽培 18t 個人 4 10
3 フェンロー型 4m トマト 促成長期 養液栽培 15t 個人 1 5
4 鉄骨型 4m トマト 促成長期 土耕栽培 17t 法人 3 8

10,000㎡～ 1 フェンロー型 4.2m トマト 周年 養液栽培 40t 会社 20
2 フェンロー型 4m トマト 促成長期 養液栽培 35t 会社 2 20
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点



５．群馬県 所属・氏名
１．群馬県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨型 ２ｍ キュウリ 促成・抑制 土耕栽培 ２０ｔ 個人 3

2
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
群馬県で大型施設の導入が遅れている理由として、大規模施設になるほど膨大な投資が必要となるために、導入にあたっての不安は大きく、

優秀な農業経営者であっても、施設建設以前の計画で踏みとどまってしまう場合が多い。
一度建てた施設は、たとえ必要とする環境制御のための機能が発揮できないとしても、施設の減価償却が終わるまでは、ずっとつきあってい

かなければならない。今後、経営体質の強化のために、施設の大規模化と小力化、軽作業化、効率化への期待が大きい。
しかし、そのためには、それぞれの品目には、どのような温室構造が必要なのか、大規模化した場合に、窓の構造や開閉方法をどうするか等

の、実際の温室建設場面で活用できる大規模施設を建設するためのマニュアルが確立されていない現状である。

群馬県中部農業事務所 新井将光



６．埼玉県 所属・氏名 埼玉県川越農林振興センター・岡山 研
１．埼玉県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨 みつば 周年 養液栽培 法人 4 40名程度

2 鉄骨 葉ネギ 周年 養液栽培 個人 2 不明
3 鉄骨 野菜類 周年 養液土耕 法人 1 6
4 鉄骨 トマト 長期取り・周年養液栽培 法人 不明

5,000㎡～ 1 鉄骨 バラ 周年 養液栽培 個人 2 不明
2 鉄骨 みつば 周年 養液栽培 個人 2 不明
3 鉄骨 みつば 周年 養液栽培 法人 4 40名程度
4 フェンロー トマト 長期取り・周年土耕 個人 4 2
5 鉄骨 こまつな 周年 土耕 個人 2 5
6 鉄骨 観葉植物 周年 ベンチ 個人 2 12
7 フェンロー 洋らん 周年 ベンチ 法人 2 30名程度

10,000㎡～ 1 鉄骨 トマト 長期取り・周年ロックウール 法人 社員３名程度２０名程度

30,000㎡～

50,000㎡～

※大型施設がある市町村を管轄する農林振興センター普及部職員から聞き取りによって把握したもののみを記載した。
参考資料：「平成１６年度 園芸用ハウス類の設置状況（埼玉県農林部平成１８年１月発行）」

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
埼玉県のハウス等の施設平均面積は、１０００㎡程度。みつば、葉ネギ、ベビーリーフなど回転率を上げられる葉菜類の生産が多い。



創意と新技術を組合わせた先進的な水耕みつば栽培（埼玉県Ｋ市）
所属・氏名 埼玉県川越農林振興センター・岡山 研

１ 有限会社Ｋ園芸の経営概要
（１）経営規模 周年で５０万ケースを出荷。年間販売額２．５億円

経営耕地 水田（全面作業委託）及び畑 合計 ６００ａ
（２）労 働 力 経営主６６歳、妻５９歳、長男３３歳、次男３０歳

雇用（パート女性）常時４０名
（３）主要設備 栽培用ガラス温室 ４棟（１７，０００㎡）

（１号棟２，５００㎡、２号棟５，３００㎡、３号棟４，６００㎡、４号棟３，６００㎡、育苗棟１，０００㎡）
新和式及びＭ式水耕施設一式 ４棟（１７，０００㎡）
作業場（調整・包装・出荷） １棟（４８０㎡）
定植機 ２台、移植機 ２台、ＤＢ箱組立機 １台、
包装機 ２台、フォークリフト １台、調整機 ４台、
冷蔵庫（33㎡） ２台、蒸気消毒機 ３台）

２ 経営発展の経過
1973（昭和48）年 ビニールハウス2,500㎡で水耕トマト開始
1975（昭和50）年 トマトのハウスのうち1,500㎡で水耕みつばを試作
1976（昭和51）年 全面的に水耕みつばに転換。雇用労力を導入
1977（昭和52）年 ガラス温室とＭ式水耕施設を導入。農業近代化資金にて
1982（昭和57）年 ガラス温室（２号棟）を増設。自己資金にて
1990（平成 2）年 ガラス温室（３号棟）を増設。農業近代化資金にて
1992（平成 4）年 日本農業賞（大賞）受賞
1993（平成 5）年 長男が就農
1996（平成 8）年 ガラス温室（４号棟）を増設。スーパーＬ資金にて
1997（平成 9）年 家族経営協定を締結
1998（平成10）年 次男が就農。新和式水耕施設を導入
2000（平成12）年 定植機、移植機を増設。農業近代化資金にて

３ 経営の特徴
（１）技術のポイント
・コンピュータによる養液管理（成分・循環）計画的なみつば生産
・コンピュータによる温湿度の複合環境制御
・温室４棟のコンピュータと自宅パソコン、携帯電話をオンラインで結び制御
・システム化された育苗・定植・移植作業とベンチ利用で年１２作の回転
・１０ａ当たり収量は約３０，０００kg（県生産指標比200％）と非常に高い

（２）創意工夫による経営改善
・施設利用率９０％…全面ベンチ（通路なし）、管理作業はベンチ上の移動台車
・可動式パネルの利用…ベンチ内栽培パネルは連結と可動で作業の省力化
・自作機械の利用…蒸気消毒機を改造したパネル消毒、発芽機、下葉取り機、野 菜用脱水機など

（３）役割分担による労力の効率化
・長男は調整出荷作業、本人と次男は栽培管理作業、妻が播種作業の責任者
・雇用は収穫作業（全員）、播種・定植作業等（６人）、調整出荷作業（35人） と分担

（４）パソコンによる経営及び雇用の管理
・簿記記帳による生産と経営管理の他、雇用の勤務状態などもパソコンで管理

（５）ゆとりある農業
・休日（土曜日）の設定、給料制の導入



７．長野県 所属・氏名
１．長野県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1

2
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1 フェンロー型 ５．３ｍ トマト 周年どり 養液栽培 26t／10a 会社 0 安曇野みさと菜園

2 フェンロー型 ５．３ｍ トマト 周年どり 養液栽培 26t／10a 会社 0 100 安曇野みさと菜園

3 フェンロー型 ５．３ｍ トマト 周年どり 養液栽培 26t／10a 会社 0 安曇野みさと菜園

4 フェンロー型 ５．０ｍ ﾄﾏﾄ･ｷｭｳﾘ 周年どり 養液栽培 会社 0 GOKOｱｸﾞﾘﾌｧｸﾄﾘｰ

5 フェンロー型 ５．０ｍ ﾄﾏﾄ･ｷｭｳﾘ 周年どり 養液栽培 会社 0 GOKOｱｸﾞﾘﾌｧｸﾄﾘｰ

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

補助事業の場合は、行政は計画の妥当性を判断する。また、計画通り実施されているか指導する。
普及は、相手が農家でないので関わりはない（少ない）。
問題点として、多額の投資をして、経営的に見合うのかどうか疑問である。

長野県佐久農業改良普及センター 野村義郎



8．静岡県 所属・氏名 静岡県中遠農林事務所・原川勝好

１．静岡県内における大型施設の設置状況

面積 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 フェンロー型 4.0 メロン 周年 土耕栽培 13.2 個人 2 4

2 フェンロー型 4.0 メロン 周年 土耕栽培 － 個人 3 2
3

5,000㎡～ 1 鉄骨型 3.2 青ジソ 周年 養液栽培 － 法人 60
2
3

10,000㎡～ 1 鉄骨型 3.5 イチゴ 促成 養液栽培 5.0 法人（農） 7 7
2 鉄骨型 4.0 トマト 周年 養液栽培 9.4 法人 8 20
3

30,000㎡～ 1 フェンロー型 3.5 ミツバ 周年 養液栽培 － 法人（農） 5 正9、ﾊﾟｰﾄ23
2
3

50,000㎡～ 1 鉄骨型 3.0 トマト 周年 養液栽培 － 法人 正10、ﾊﾟｰﾄ60
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
・企業が農業参入する経営形態であり、企業が技術流出を警戒して公的機関の出入りを規制している。また、栽培技術や販売面では
独自のノウハウを持っているため、普及・研究との接点が少ない。

・温室メロンのフェンロー型温室は、農業試験場が技術確立したものを普及等関係機関が連携して現地普及を進めている。
・イチゴの事例は、経営構造対策事業のハウスリースを活用しており、普及、行政との関わりは大きい。

(注）温室単位ですと、法人、個人それぞれ様々な規模の温室を所有していて、記入が不規則となることから法人・個人単位で一行として記入



９．富山県 所属・氏名 富山県農業技術課 西畑 秀次
１．富山県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨＋パイプ 2m 半促成トマト、抑制キュウリ養液土耕 トマト12ｔ 個人 ２人 0

2 同上３戸
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
・現在設置されている大型ハウスは、３月～１１月まで塩化ビニルによる被覆。
近年は、耐雪型ハウスによる冬期間の栽培が増加しつつある。



１０．岐阜県 所属・氏名 岐阜県東濃地域農業改良普及センター・松井秀憲
１．岐阜県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨型 3.3m 花苗 周年 ﾌﾟｰﾙﾍﾞﾝﾁ 14万ﾎﾟｯﾄ 法人 2 7 中濃

2 トラス型 4.5m トマト 冬春 土耕栽培 18t 個人 3 0 西濃
3 鉄骨型 鉢花 周年 ﾌﾟｰﾙﾍﾞﾝﾁ 個人 岐阜
4 鉄骨型 洋ラン 周年 法人 3 2 岐阜
5 鉄骨型 観葉鉢物 周年 ﾌﾟｰﾙﾍﾞﾝﾁ 個人 3 5 岐阜

5,000㎡～ 1 フェンロー型３ｍ イチゴ 促成 養液栽培(高設) 3.8ｔ(H17) 法人 社員２人 中濃
ﾈｵｻﾝｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ パート５人

2 鉄骨型 ４m？ スプラウト 周年 養液栽培 20万ﾊﾟｯｸ(H18～有限会社 80 東濃
（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ空芯菜ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ） （ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾍﾞﾝﾁ） （うち生産は４人）

3 鉄骨型 4.5m ホウレンソウ周年 養液栽培 13回転 法人 4 ４＋（研修生飛騨
4 フェンロー型 鉢花 周年 ﾌﾟｰﾙﾍﾞﾝﾁ 個人 3 25 岐阜 同一
5 鉄骨型 鉢花 周年 ﾌﾟｰﾙﾍﾞﾝﾁ 個人 3 25 岐阜 経営者
6 トラス型 4.8m トマト 冬春 土耕栽培 18ｔ 個人 3 15 雇用は1.5ha分 西濃

10,000㎡～ 1 フェンロー型4ｍ トマト 冬春 養液栽培 23t 法人 20 西濃
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
大型施設を導入する生産者は限定されるため、補助事業の活用が困難である。
販売単価が伸び悩むなど経営的に厳しく導入(投資)意欲が低い傾向にある。
プラントメーカーは栽培についてのノウハウがあっても病害虫のノウハウが少ない
大型施設、養液栽培のノウハウが少ない



１１．愛知県 愛知県農業大学校 加藤賢治
愛知県東三河農林水産事務所農業改良普及課 喜瀨博介

１．愛知県内における大型施設の設置状況
面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他

3,000㎡ 1 鉄骨型 3.5ｍ レタス 周年 養液栽培（水耕） 15t 会社
3,000㎡ 2 鉄骨型 3.5m トマト 促成長期 養液栽培（水耕） 20t 個人 4 数人
3,000㎡ 3 鉄骨型 ≒2m トマト 促成長期 養液栽培（水耕） 20t 個人 4 数人
3,000㎡ 4 鉄骨型 2.5m イチゴ 促成栽培 養液栽培（高設） 6t 個人 4
7,000㎡ 1 フェンロー型 ≒2m ミツバ 周年 養液栽培（水耕） 16-20t/10a
7,000㎡ 2 鉄骨型 ≒2m ミツバ 春～秋 養液栽培（水耕） ？
5,000㎡ 3 鉄骨型 3.5ｍ ミツバ 周年 養液栽培（水耕） 18ｔ 法人 4 40
20,000㎡ 1 フェンロー型 4m トマト 促成長期 養液栽培（ﾛｯｸｳｰﾙ 18t 法人

2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
農協の部会組織に所属していない法人経営では、普及課の指導対象となりにくい。
民間技術が中心技術となる場合が多く、民間メーカーとの連携を具体的に上手く図る必要がある。
技術的支援ばかりでなく、雇用管理、組織体制のあり方など、経営的支援が重要である。

所属・氏名

法人 2 ７～１０



１２．三重県 所属・氏名 三重県中央農業改良普及センター 澤田昌弥
１．三重県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 丸屋根型 2ｍ トマト 抑制・半促成 土耕栽培 12t 個人 2 0

2 丸屋根型 2ｍ トマト 抑制・半促成 土耕栽培 19t 個人 3 1
3 ベトコンハウス 1.5ｍ トマト 抑制・半促成 土耕栽培 10t 個人 3 0
4 丸屋根型 2ｍ トマト 抑制・半促成 土耕栽培 12t 個人 4 0
5 丸屋根型 2ｍ トマト 抑制・半促成 土耕栽培 17t 個人 3 2
6 丸屋根型 2ｍ トマト 長段 土耕栽培 12t 個人 2 0
7 フェンロー型 3m トマト 抑制・半促2作型 養液栽培 8ｔ・12ｔの20ｔ 個人 1 3
8 屋根型 3m トマト 促成1作型 土耕栽培 12ｔ 個人 3 1
9 屋根型 3ｍ トマト 周年 養液栽培 20t 個人 4 5
10 屋根型 3ｍ トマト 抑制・半促成 養液栽培 24t 個人 2 5
11 屋根型 2ｍ トマト 抑制・半促成 養液栽培 24t 個人 2 5
12 鉄骨補強パイプハウス1.8ｍ トマト 抑制・半促成 養液栽培 16t 個人 3 1
13 鉄骨補強パイプハウス2m イチゴ 促成 養液栽培 3ｔ 法人 － 5 観光農園

5,000㎡～ 1 フェンロー型 3.5m トマト 抑制長期1作型 養液栽培 25ｔ 法人 － 5
2 屋根型 2m トマト 周年 養液栽培 20ｔ 個人 4 5
3 鉄骨補強パイプハウス2m イチゴ 促成 土耕栽培 3ｔ 法人 － 5 観光農園

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点



１３．奈良県 所属・氏名 奈良県中部農林振興事務所 東井君枝
１．奈良県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨型（平張４ｍ 柿 促成 土耕栽培 ２．５ｔ 個人 4 №１，２は同一農家

2 鉄骨型（平張４ｍ 柿 促成 土耕栽培 ２．５ｔ 個人 4
3 鉄骨型（平張４ｍ 柿 促成 土耕栽培 ４ｔ 個人 3 1 季節雇用
4 鉄骨型（平張４ｍ 柿 促成 土耕栽培 ４ｔ 個人 4
5 鉄骨型（ＡＰ）４．５ｍ 柿 促成 土耕栽培 ３ｔ 個人 3 1 季節雇用
6 鉄骨型（平張４ｍ 柿 促成 土耕栽培 ２．５ｔ 個人 3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
大型施設が少ないのが、規模が大きいので、認定農業者であったり、資金対応など、関わりは大きい。



14．鳥取県 所属・氏名 鳥取県倉吉農業改良普及所 久重祐彦
１．鳥取県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1

2
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1 フェンロー型4.5m 大玉トマト 周年 養液栽培 23t/10a 法人 － 20人
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
関わり方

当初、メーカー側が中心に技術指導を行うことであったが、メーカー側の都合で指導が放棄されていた。
その後、プロジェクトチーム（普及所、専技（野菜、土壌、病害虫）、試験場）を立ち上げ重点的に指導を行った。
養液管理法の確立、培地の土壌病害の防除法の確立、夏期の高温対策等に取り組み改善することができた。
現在は、定期的に訪れ、栽培状況を確認しながら管理についての助言を行っている。

問題点
原油の高騰により、冬期の暖房費が高くなっており、栽培期間の検討が必要である。
機械類の更新時期となっている。
安価な液肥の検討



１５．島根県 所属・氏名 島根県農業技術センター ・ 松本修司
１．島根県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他

3,000㎡～ 1 鉄骨連棟 ４ｍ トマト

半促成夏越し
(４月下旬～
１２月末収
穫）

養液栽培
（ﾛｯｸｳｰﾙ）

15.5～
22.4t/10a
（H17ＪＡ共販実
績）

個人 ２～４ １～２
任意組合（6戸）
面積は全体で
2.1ha(ﾊｳｽ6棟)

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
・普及は大型施設導入に係る農業者の研究会立ち上げ段階から支援を開始。
・その後、先進地事例や作物選定、施設・栽培方式等の各種情報提供や養液栽培の技術習得（研修会、試作キットによる栽培指導等）を支援。
・ＪＡ、市役所、補助事業を担当する農政部と連携をとり事業（経営構造対策）導入に向けた合意形成や営農計画策定を支援。
・施設導入後は、栽培管理技術、新技術（原水への酸素補給等）導入、経営管理技術支援を重点的に実施。
・問題点としては、事業費が大きいことから相当な自己資金がない限り大型施設導入は推進できない。
・また、農業者間での技術レベルの差や土壌病害（根腐萎凋病）の発生等により、経営目標に達していない農家もある。
・その他、養液栽培の排液処理の適正化が求められる。



１６．岡山県 所属・氏名 岡山県農業総合センター普及指導課 大久保國雄
１．岡山県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1 鉄骨型 3.2m イチゴ 促成 高設・養液 観光 法人 5

2 鉄骨型 3.2m バラ 周年 養液土耕 110,000本 個人 2 13
3 鉄骨型 2.5m 洋ラン 周年 25,000本 法人 2
4 鉄骨型 3.2m バラ 周年 養液土耕 110,000本 個人 2 14
5 フェンロー型 3.0m バラ 周年 土耕、養液 100,000本 法人 32

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1 フェンロー型 3.51m トマト 年１作長期どり 養液栽培 20t 法人
ミニトマト 年１作長期どり 10t

2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

大型施設は、トマト、バラなど長期収穫が可能で単価の高い品目、また、イチゴの高設栽培で観光目的で 導入されている。
しかし、大型施設の導入は、わずかでほとんどが地中押し込み式のパイプハウスである。
普及では、栽培技術面での対応を行っているが、大型施設の導入に関するアドバイス、特性に応じた環境制御等には及んでいない。
今後、農家の規模拡大や法人化が進む中、大型施設の特性を把握し、それに応じた技術指導が必要である。



１７．山口県 所属・氏名 山口県農業試験場企画普及部 村本康則
山口県下関農林事務所農業部 小林 剛

１．山口県内における大型施設の設置状況
面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他

3,000㎡～ 1 低コスト耐候性型 2.5m イチゴ 促成 養液土耕 法人 観光
2 低コスト耐候性型 2.7m 苗物 周年 ベンチ栽培 法人
3 鉄骨型 3.0m レタス類等 周年 養液栽培 20t/10a 法人 4 86

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
(1)関わり方

・補助事業に係わる事業・施設整備計画作成支援
・民間企業、農業試験場と連携した技術支援
・販売戦略等アドバイス
・中小企業診断士等と連携した法人組織強化支援

(2)問題点
・施設選定や天窓ネット張り等に係わるノウハウ不足
・施設整備後間がないため、部門毎の技術対応が中心で、経営全体を見据えた支援まで至っていない



１８．徳島県 所属・氏名 徳島県 鳴門藍住農業支援センター 小川純一
徳島県 川島農業支援センター 佐原義和

１．徳島県内における大型施設の設置状況
面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他

3,000㎡～ 1 鉄骨 3ｍ ネギ 年間 養液栽培 ３．６ｔ 個人 2 3 ①
2 APパイプハウス 2ｍ きゅうり 冬春（長期一作） 土耕栽培 １８ｔ 個人 3 0 ②
3

5,000㎡～ 1 フェンロー 3ｍ トマト 長期１作 養液栽培 １７ｔ 農業法人 8 6000、8000
㎡ ③

2 鉄骨 2.5ｍ ねぎ 年間 養液栽培 ６ｔ 農業法人 2 14 ①
3

10,000㎡～ 1
30,000㎡～ 1
50,000㎡～ 1

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

① ねぎ（羽ノ浦、阿南）養液栽培（ＮＦＴ）
○関わり方 農林金融公庫資金を導入。

現在行政がタッチすることは無い。
病害虫対策、養液分析について、普及が対応している。
県外からの視察を受け入れて頂いている。

○問題点 特に問題はない。
② きゅうり

○関わり方

○問題点 特に問題はない。
③ トマト

○関わり方 国補事業で設置した。ほ場整備地での野菜振興が目的。
現在、行政的に関わることは無い。普及サイドでの技術対応はしている。
常に対応している訳ではなく、先方からの依頼が合った場合に対応することが多い。
県外からの視察を受け入れて頂いている。

○問題点 トマトに関しては、大規模栽培と単価安で経営が非常に苦しい状況である。
この状況下では、低コスト等経営改善を行っても限界があり、普及サイドから支援を行うことは、とても難しい。

普及として栽培講習会などで一般対応している。行政としては、ほ場整備を契機に、県単補助事業を活用し分散していたハ
ウスを１カ所に集約し団地化によって作業効率の向上を推進した。

国補事業の設計段階から普及が関与し、施設設置に当たっては、普及サイドで全農と連携をとりながら、経営計画、収支計画
を作成した。構造についても数回土地改良区、農林振興課、普及で検討会を開いた経緯がある。



１９．長崎県 所属・氏名 長崎県農業経営課技術普及班・木山浩二
１．長崎県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～
3,000㎡ 1 ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 3.0 トマト 促成 土耕栽培 １５ｔ 個人 1.0 4.0
3,000㎡ 2
3,000㎡ 3
3,１00㎡ 4
3,600㎡ 5
3,８00㎡ 6
4,000㎡ 7
5,000㎡～
5,000㎡ 1
5,000㎡ 2

3
10,000㎡～ 1

2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

鉄骨型 4.0 トマト 促成 土耕栽培 １５ｔ 法人 2.5 2.0

フェンロー型 4.3
トマト 促成 土耕栽培 ６ｔ 会社

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 3.0

ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 3.0 トマト 促成 9.0土耕栽培 ６ｔ 会社

・会社等については独自に導入。栽培方法についても高糖度トマトを栽培。栽培指導等についてはあまり関わっていない。
ただし、トマト黄化葉巻病対策等については市と連携して指導・啓発を行っている。

・まだ導入件数・面積が少ない。



２０．熊本県 所属・氏名 熊本県農業技術支援室 緒方久幸
１．熊本県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
20,000㎡ 1 フェンロー型 ４ｍ 丸トマト 長期（促成） 養液栽培 ２０ｔ 法人 ４人 １０名（臨雇）
9,000㎡ 2 フェンロー型 ４ｍ ミニトマト 長期（促成） 土耕栽培 １２ｔ 個人 ３．５人 １０名（臨雇）
8,000㎡ 3 フェンロー型 ４ｍ 丸トマト 長期（促成） 土耕栽培 １５ｔ 個人 ３．５人 ８名（臨雇）

3,000㎡～ 1 鉄骨型or ２ｍ 主にトマト 抑制or 土耕栽培 ８～１５ｔ 個人 ３人程度 ２～３名程度※多数あり
5,000㎡ ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 促成

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点

１．当県の施設園芸は、大規模経営はあるものの、施設としては、２０～３０ａ程度のハウスを複数有して経営されている場合が多い。

２．大型施設は初期投資額が多大なため、補助事業にしろ自己資金にしろ、法人の場合が多く、その場合計画段階から普及が関わる

ケースは少ない。（栽培が始まっていろいろ相談を受ける場合が多い。）



２１．宮崎県 所属・氏名 宮崎県児湯農業改良普及センター 菓子野利浩
１．宮崎県内における大型施設の設置状況

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1

2
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
宮崎県内においては、１棟が3,000㎡を超える園芸施設（一部洋蘭関係は未確認）は、現在のところ設置確認できませんでした。他県では、企

業資本等によるトマト等の大型施設の導入が進み、本県においても、今後導入が想定されることから、導入時の支援内容等について、事前に体
制を整えておく必要性を感じております。 なお、関わり方については、投資資本が大きくなることから、採算性（経営）の確実さとそれを支える技
術力及びその支援体制が十分整っている必要があると思います。一方で、他県事例をみると、行政サイドの支援は補助金のみで（あるいはそれ
も無い）、企業、経営体の自助努力によっているような印象を受けております。 今後の担い手像の一つとして想定されているだけに、実際にどの
程度の施設規模、経営規模が適しているのか、今回の研修で情報を得たいと考えております。



２２．沖縄県 所属・氏名 沖縄県北部農業改良普及センター ・ 上原 弘樹
１．沖縄県内における大型施設の設置状況 該当なし

面積 Ｎｏ 構造 軒高 栽培品目 作型 栽培様式 反収 経営形態 家族労働力 雇用人数 その他
3,000㎡～ 1

2
3

5,000㎡～ 1
2
3

10,000㎡～ 1
2
3

30,000㎡～ 1
2
3

50,000㎡～ 1
2
3

２．大型施設に対する普及・行政からの関わり方と問題点
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