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露地野菜作で肥料・農薬等資材施用量を大幅に削減できる 

うね内部分施用技術 
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 わが国のキャベツ・ハクサイ等土地利用型露地野菜生産においては、高い生産量を得る

ために基肥や根こぶ病防除剤などの施用資材は稲・麦・大豆など一般作物と同様に移植前

に圃場全体に施用されている。しかし、地上部の広がりが大きい露地野菜では、土地全体

を使って面的に栽培している一般畑作物と異なり、どちらかというと点的に栽培している

と考えられ、このため、面的に施用された資材をすべて利用しているのではなく、野菜が

利用しない部分への無駄な施用や過剰施用が肥料成分の圃場内への蓄積や周囲への流出を

招き、近隣水域環境や周囲環境などに影響を与え始めている。また、最近では、肥料等生

産資材価格が高騰しており、これにより生産コストが増加し、露地野菜生産者の経営を圧

迫している。 

 このような高収益を望む生産者ニーズに応えるとともに環境に配慮した農業の実践を図

るためには、生産量と品質を確保しつつ無駄に施用されている肥料・農薬を大幅に減らす

低資材投入型かつ環境負荷低減型生産技術の開発が求められている。これまでに、いろい

ろな手法も開発されてきたが、肥料削減量は小幅にすぎないため、収益性の向上に結びつ

かず、普及に至っていない。 

 ここで開発した「うね内部分施用技術」は、露地野菜作において肥料・農薬施用量を大

幅に削減できる新しい生産技術として注目を浴びている手法である。 

 

１．従来の肥料等生産資材の施用法とその特徴 

 現在、一般的に露地野菜作で行われている施用法は、基肥等の肥料をうね内やうね間も

含めて圃場全体に土壌と混和して施用する「全面全層施用法」である（図１左参照）。 

 この方法は、ブロードキャスターやライムソワーと呼ばれる施肥用機械を用いて耕起前

の圃場に肥料を全面に散布したあとに、ロータリー等を用いて土壌と攪拌・混和し、うね

立て機でうねを立てる方法であり、施用する肥料や農薬は土中全面に混和される。この方

法では、定植した苗の根の周辺に肥料が十分にあり、定植直後の苗は順調に生育する。し

かし、施用した肥料は圃場全体に混和されているため、うねの表面やうね間に混和されて

いる肥料は降雨等により、周囲や地下に流出する。また、栽培している野菜はうね内に混

キャベツ、ハクサイ等露地野菜作において、野菜苗を移植するうね成形時に基

肥をうねの中央部にのみ帯状に土壌と混和して施用することにより、単位面積

当たりの肥料・農薬等資材施用量を大幅に削減でき、資材コストならびに環境

負荷を低減できる。 

キーワード：露地野菜，うね立て，部分施肥，施肥量削減，環境負荷低減 
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和されている資材すべてを利用しているわけではなく、利用されずに残った資材成分は余

剰成分として土壌中に残り、蓄積される。このような周囲や地下に流出したり、土壌中に

蓄積された肥料成分は、地下水や河川等環境を汚染する可能性がある。 

 これまで、これを解決する方法の一つとして、うね内の局所に資材を施用する「うね内

局所施用法」が開発されてきた（図１中央参照）。 

 この方法は、うね立て機を装着したロータリーの上部に施肥機(ペースト施肥機を含む）

を設置し、ロータリーとうね立て機の間にＬ字型の局所施用管を取り付け、施肥機の肥料

操出装置から繰り出された肥料をこの施用管を通じて土中に施用する方法である。施用資

材は土中に繰り出されるため、うね内の定植する野菜苗の下方または側方の土中に土壌と

混和せずにひも状または層状に施用される。この方法では、定植した苗の根が肥料を求め

て伸長し、施用資材周辺に根を広げて生育するため、うね間やうね表面に肥料を施用する

必要がなくなり、施用量を削減できる。しかし、堆肥等で地力が高く維持されていないと

定植後の苗の根が肥料に届くまでの間は肥料成分がないので初期生育が遅れる傾向があ

る。また、うね内の施肥位置が安定していないと定植した苗の根と肥料の距離が変化する

ので、初期生育のばらつきが生じてしまう。また、定植時に定植機等によりうねがつぶれ

たりすると、定植した苗の根が肥料に直接接触し、肥料焼けを起こす危険性がある。機械

的にも土壌水分が高いと土中に施用する部分に土が詰まる等のトラブルも起こしやすい。

また、「うね内局所施用法」による肥料施用量の削減効果は 30％程度であり、大幅な削減

に結びついていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．うね内部分施用法 

 最近開発された「うね内部分施用法」は、前述の手法と異なり、うねの中心部の定植し

た苗の周辺部だけに肥料・農薬等施用資材を帯状に土壌と混和して施用する方法である

（図１右参照）。 

 この手法は、「うね内部分施用機」というトラクタ装着型の専用作業機で行うことがで

きる（図２）。この機械のロータリー軸には、一つのうねあたり２枚のディスクがうねの

中心を境に同距離になるように取り付けられている。また、２枚のディスク間には施用す

る資材を土壌と攪拌するために数枚の耕うん爪が取り付けられている(図３）。うね立て

機の上部には肥料や農薬等施用する資材のホッパと繰出装置が取り付けられ、繰出装置と

うね立て機前方のディスク間には資材が通るホースが取り付けられている（図２）。肥料

図１ 野菜作における資材施用法 

苗を植えるうね
キャベツ・ハクサイ等の苗

肥料・農薬等施用資材が混合されている部分

全面全層施用法 うね内部分施用法うね内局所施用法

１うね２条の場合１うね１条の場合
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や農薬施用装置のホッパから繰り出された肥料・農薬は、ホースの中を通り２枚のディス

ク間の前方に散布され、２枚のディスクとその間の耕うん爪により横方向に逃げることな

く土壌と攪拌・混和され、その後成形板でうね立て成形される。これによって、施用する

資材はうねの中央部の設定範囲内に帯状に土壌と混合して施用される（図４）。なお、化

成肥料や粒状の有機質肥料は粒状資材用繰出し装置で、粉状資材の有機質肥料や根こぶ病

防除剤等農薬は粉・粒剤兼用繰出し装置を用いることによって施用できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．うね内部分施用法による効果 

 (1)施肥量削減効果 

 キャベツ、ハクサイ作において、化成肥料を「全面全層施用法」、「うね内局所施用法」、

「うね内部分施用法」で施用した場合の生育経過を図５に示す。 

 「うね内局所施用法」では「全面全層施用法」と同量の肥料を施用しても、定植直後は

肥料無施用区と同等の生育を示し、初期生育が大きく遅れた。これは定植直後の根が肥料

施用位置まで伸長するまでは定植する土壌の保有肥料により生育していることを示してい

る。しかし、「うね内部分施用法」では肥料施用量を 50％削減しても、生育中期まで「全

面全層施用法」と同様に順調な初期生育を示した。これは、「うね内部分施用法」で施用

した場合には、定植直後の根の周辺に生育に必要な肥料成分が十分に施用されているため、 

図２ うね内部分施用機（市販機） 

 

図３ うね内部分施用機の部分施用部 

  

図４ うね内部分施用法による資材混合状況と施用範囲 
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これを定植直後からすぐに吸収することができたためであると考えられる。 

 「全面全層施用法」で施用した場合と、「うね内部分施用法」で肥料施用量を 50％削減

したときの収穫時の個体結球重を図６に示す。 

 「うね内部分施用法」で施用した場合、それぞれ施用量が違っても、「うね内部分施用

法」で肥料施用量を 50％削減した場合は「全面全層施用法」で 100％施用した場合と同等

の個体結球重が得られ、収量が減少することはなかった。 

 これまでに、キャベツ作では北海道、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県、神奈川県、長

野県、愛知県、ハクサイ作では茨城県、群馬県、三重県、ブロッコリー作では埼玉県、石

図５ 肥料施用法の違いによる生育経過（キャベツ） 

図６ うね部分施用法による個体結球重（キャベツ） 
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川県、大分県、カリフラワー作では新潟県、ダイコン作では石川県、兵庫県、大分県、ニ

ンジン作では千葉県の農家圃場で各地域普及センターやＪＡの協力を得て実証試験を行っ

てきた結果、緩効成分を含む基肥一発肥料であるならば 30～50％、追肥をこれまで通り行

うのであれば基肥を 50％まで施用量を削減しても生育・収量に影響はなかった。また、平

成 22 年度には全面マルチ内うね内部分施用機を開発中で、大産地である長野県、群馬県、

岩手県の農家圃場で実証試験を行っている。これまでに、レタス作でも 30％まで施肥量を

削減できる結果が得られている。また、「うね内部分施用法」では、定植時にうねがつぶ

れても、定植位置が変動しても定植した苗の周辺には十分な肥料があるため、生育が揃う

傾向もあった。 

 移植した苗の周辺には慣行よりも高い濃度の肥料成分が混合して施用されているため、

移植直後から作物は順調に生育すると考えられ、このことから、うね内部分施用法は比較

的初期生育が遅れがちである寒冷地においても良好な初期生育を確保でき、品質及び収量

の安定化が期待できる施用法である。 

 

 (2)農薬施用量削減効果 

  「うね内部分施用法」では肥料を施用する際に根こぶ病防除薬も同時に移植苗の根の周

辺に土壌と混和して施用することができる。 

 キャベツ作において、根こぶ病防除剤「フルスルファミド粉剤」（商品名：ネビジン粉

剤）を根の周辺の土壌中農薬濃度を慣行の全面全層施用時と同等になるように施薬量を削

減して「うね内部分施用法」で施用した場合、「全面全層施用法」で施薬した場合と同等

の根こぶ病防除効果が得られた（図７）。このことは、うね間の設定が 60cm で、部分施用

の幅が 20cm の場合の「うね内部分施用法」による農薬施薬量は、全面全層施用量の 1/3

まで削減することができることを示している。なお、本施薬法は、移植した苗の根近傍の

農薬濃度は全面全層施薬と同等であり、農薬登録上の問題はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ うね内部分施用法による根こぶ病防除薬剤の施薬量と根こぶ病発病度（キャベツ）
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 (3)雑草生育抑制・環境負荷低減効果 

 「うね内部分施用法」と「全面全層施

用法」で肥料を施用した場合の圃場の雑

草生育状況を図８に示す。 

 「うね内部分施用法」では、肥料をう

ね内にのみ部分的に施用されており、う

ねの側面やうね間には施用していないの

で、「全面全層施用法」と比較してうね

側面やうね間の雑草の生育が抑制され

る。そのため、「うね内部分施用法」で

は、生育中期の雑草防除作業が簡単とな

る効果がある。 

 東北農業研究センター内圃場において、「うね内部分施用法」と「全面全層施用法」で

肥料を施用した圃場でのキャベツ作付前後の土壌中硝酸態窒素量を調査した結果を図９に

示す。 

 「全面全層施用法」では、作付後の表

層部と深層部に高い窒素量を示した。表

層部はうね間の使われなかった肥料成分

が、深層部には降雨等により地下に浸透

した肥料成分があったためと思われる。

しかし、「うね内部分施用法」ではどの

層においても作付前後の成分量は同等と

なり、施用した肥料成分が効果的に使わ

れたと判断できた。 

 また、キャベツ作の養分収支を調査し

た結果を表１に示す。窒素収支をみると、

慣行施肥量では、キャベツ全量（地上部+

地下部）を持出した場合、収支はプラス

で窒素成分は蓄積傾向となった。逆に、

慣行施肥量の 50％まで施肥量を削減し、

キャベツ全量（地上部＋地下部）を持出した場合、収支はマイナスで収奪傾向となった。

しかし、結球部のみを持出す場合には慣行施肥量の 50%まで削減しても、全量または地上

部だけを持出す場合には施肥量を 30%まで削減しても収奪にはならず、収支はほぼ適正と

なった。この調査においては、使用した肥料が窒素、リン酸、カリがすべて同量含まれて

いる肥料を用いたため、窒素施肥量を適正化しても、リン酸は蓄積、カリは収奪の傾向と

なった。このことから、実際には、窒素だけでなくリン酸とカリも考慮して適切な施肥量

を設定することが必要である。 

 このように、「うね内部分施用法」では、うね表面や側面ならびにうね間の肥料成分が

少ないため、生育期間中の降雨等による表層流出や地下部流出が防止できる。また、収穫

後土壌中に残る肥料成分も少なくなるので、土壌中への肥料成分の残留や残留成分の流出

 

図８ うね内部分施用による雑草発生状況 

図９ キャベツ作付前後の 

         土壌中無機態窒素量 

注：東北農研圃場 

  部分施用は施肥量 50％削減区 

0 1 2 3 4 5

0-15cm

15-30cm

30-45cm

45-60cm

0-15cm

15-30cm

30-45cm

45-60cm

う
ね

内
部

分
施

用
全

面
全

層
施

用

土壌中無機態窒素量 (mg/100g)

作付前

収穫後



7 
 

が防止でき、環境への負荷を低減させる効果が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)作業能率・コスト低減効果 

 本作業機を用いることによって、耕うん前に行っていた施肥・施薬作業は、うね立て時

にこの作業と同時に行うことができ、これまで２～３工程かかる施肥・混合・うね立ての

作業工程を１工程で行うことができる(図 10）。このように、「うね内部分施用法」では、

作業工程を簡略化でき、作業能率を向上する効果がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4)作業能率・コスト低減効果 

 「うね内部分施用法」によるコスト低減効果を表２に示す。 

 「うね内部分施用法」では単位面積当たりの資材施用量を大幅に削減することができ、

2009 年度の肥料・農薬価格で算定すると、化学肥料施用量を 30％、根こぶ病防除剤施用量

表 1 慣行施肥量 50%削減および 30%削減におけるキャベツ作の養分収支 

（東北農業研究センター 三浦憲蔵氏の調査結果より）

  養分収支＝施肥量－持出し量 

  リン酸収支とカリ収支の塗りつぶし部分は窒素収支が適切となる場合 

30％削減50％削減

カリ収支（K２O）

-2.7

-9.7

-10.2

結球部のみ

地上部のみ

(結球部＋外葉部）

全量

(地上部＋地下部)

持出し部位

1.1

-3.8

-4.0

50％削減

窒素収支（N)

6.1

1.0

0.8

30％削減 30％削減50％削減慣行施肥量

-5.312.16.64.3

3.113.18.010.1

-4.912.26.74.5

リン酸収支（P2O5)

養分収支(kg/10a)

適切 蓄積 収奪

30％削減50％削減

カリ収支（K２O）

-2.7

-9.7

-10.2

結球部のみ

地上部のみ

(結球部＋外葉部）

全量

(地上部＋地下部)

持出し部位

1.1

-3.8

-4.0

50％削減

窒素収支（N)

6.1

1.0

0.8

30％削減 30％削減50％削減慣行施肥量

-5.312.16.64.3

3.113.18.010.1

-4.912.26.74.5

リン酸収支（P2O5)

養分収支(kg/10a)

適切 蓄積 収奪

 
図 10 うね内部分施用法による作業工程の簡略化 
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を 66％削減した場合、化成肥料が 5,000～10,000 円/10a、根こぶ病防除剤が 6,000 円/10a

程度資材費を低減できる。 

 うね内部分施用機（３うね用）の購入価格を約 100 万円とした場合、肥料だけであれば

２～４ha、農薬も込みなら１～２ha の作付面積があれば、購入機械費を５年間で償却でき

る。さらに今後肥料代の高騰が予想されていることから、「うね内部分施用法」により、

さらに大幅なコスト低減効果がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)うね内部分施用機 

 「うね内部分施用機」は、平成 20 年度に３うね用うね内部分施用機（30 馬力程度のト

ラクタ用）、平成 21 年度に２うね用うね内部分施用機と平うね用うね内部分施用機（20

馬力程度のトラクタ用）、平成 22 年度に全面マルチ用うね内部分施用機、平成 24 年度に

４うね用うね内部分施用機が「エコうねまぜ君」という愛称で井関農機（株）から販売さ

れている（図 11）。 

 うね内の攪拌・混和される幅はディスク間の距離を変えることによって、15cm～30cm の

範囲で設定することができる。また、使用する農家の施用資材により、粒状資材用繰出し

装置や粉・粒剤兼用繰出し装置の組み合わせを変えることによって、対応可能である。 

  なお、３うね・２うね内部分施用機は、後方に播種機を取り付けることによってダイコ

ンやニンジン等根菜類の栽培に利用することができる。また、平うね内部分施用機は、そ

の後方に付いている成型板の後ろに播種機を取り付けることによりダイコンやエダマメ作

等に、成型板を取り外してマルチ張り機を取り付けることによりブロッコリー・レタス等

平うねマルチ栽培にも利用することが可能である。 

 このように、「うね内部分施用機」はキャベツ、ハクサイだけでなく、ブロッコリー、

カリフラワー、レタス、ダイコン、ニンジン、エダマメ等多くの大規模露地野菜作におい

て汎用的に使用することができるようになった。 

 

表２ うね内部分施用法によるコスト低減効果 

注１：肥料価格は2009年10月全国平均価格（農林水産省農村物価統計調査より）
注２：肥料施用量は18kgN/10a，ネビジン粉剤施用量は20kg/10aとして計算
注３：導入面積は，機械代を100万円として5年で償却するとして計算

（下段は肥料と農薬を施用した場合）

高度化成肥料

N15,P15,K15

普通化成肥料

N8,P8,K8

ネビジン粉剤

価格 3,105/20kg 2,004円/20kg 4,880円/10kg

使用量

(/10a)

120kg/10a 225kg/10a 20kg/10a

18,630円 22,545円 9,760円

削減量

(/10a)

30% 50% 30% 50% 66%

5,589円 9,315円 6,764円 11,273円 6,442円

導入面積
3.6ha 2.1ha 2.9ha 1.8ha 3.1ha

1.7ha 1.3ha 1.5ha 1.1ha -
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図 11 うね立て同時部分施用（市販機）と応用利用例 



10 
 

４．まとめ 

 肥料・農薬等の施用資材を、うねの中央部分に帯状に土壌と混合して施用する「うね内

部分施用法」が開発された。 

 「うね内部分施用法」の特徴をまとめると、以下のようになる。 

 (1)キャベツ・ハクサイ等葉菜類の栽培において、単位面積当たり化成肥料施用量は 30～

50％、根こぶ病防除剤施薬量は 60％も削減できる。 

 (2)移植前の作業工程を省略化できるとともに、施用資材費が大幅に削減できることから、

大規模葉菜類生産における作業の省力化と生産コストの低減が可能となる。 

 (3)無駄に施用される資材が少なく、余剰成分の降雨等による流出が防止でき、環境への

負荷を低減することができる 

 (4)機械はキャベツ・ハクサイだけでなく、ブロッコリー、レタス、ダイコン等の多くの

露地野菜作で汎用的に利用することができる。 

 

 「うね内部分施用法」では、定植する苗の周辺に生育に十分な量を施肥するため、定植

直後の根は肥料をすぐに吸収することができ、旺盛な初期生育を示す。また、うね間やう

ねの側面等利用されない部分には施用しないので、無駄な施肥量を削減することができる。

また、定植時にうねがつぶれても、定植位置が変動しても定植した苗の周辺には十分な肥

料があるため、生育が揃う傾向にある。さらに、根こぶ病防除剤等の農薬は根域に土壌と

混合して施用されているため、高い防除効果が得られる大きな特徴を持つ手法であり、今

後露地野菜作における標準的手法となり、野菜生産農家の経営に寄与するものになると期

待される。 

 

 



 
 

２ 加工用ホウレンソウの低コスト 
機械化生産体系 

 
埼玉県農林総合研究センター 
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加工用ホウレンソウの
低コスト機械化生産体系

埼玉県農林総合研究センター

園芸研究所 露地野菜担当

岩崎 剛

冷凍ホウレンソウの輸入量の推移
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輸入量（トン）

単価（円/100kg）

NSH-1400ProP3 作業能率（速度）

収穫開始からコンテナが満杯になるまで。
２ｍ程度走行 約４０秒

コンテナ交換（1回2個）時間 約１５秒（2人）

収穫機旋回時間 約３分

コンテナ使用個数（収量）１ｍ当たり1個

（２０ｍの長さの畦の場合２０個）

＊コンテナ1個あたりのホウレンソウ重量
６ｋｇ程度

低コスト機械化作業体系

既存の加工用ホウレンソウ作業体系

肥料散布、薬剤散布（手作業）、
ベット成形、マルチ、播種

（歩行型シーダーマルチャー）

刈り取り（手刈り）・調整・コン
テナ詰め （手作業）、

コンテナの搬入搬出・積み込み（手
作業+軽トラック）、運搬（軽ト
ラック）

播種作業

収穫

搬出
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加工用ホウレンソウ機械化作業体系

肥料散布、薬剤散布、ベット成形、
マルチ、播種（開発した同時作業機）

刈り取り・コンテナ詰め

（加工プロ型ホウレンソウ収穫機）

コンテナの搬入搬出・積み込み（手作
業＋追従作業車又は軽トラック）、運
搬（軽トラック）

収穫

搬出

播種作業

再生

加工用ホウレンソウの低コスト生産体系

播種同時作業

肥料散布

マルチ

播種

農薬散布

マルチ栽培による雑草抑制

機 械 収 穫

大型ホウレンソウ栽培

再生栽培の有効利用

収量UP！

収穫・運搬

安心・安全・高品質な

冷凍ホウレンソウ

スピーディーで安全・効率的な

青果
用

加工
用

コストの大幅CUT!

播 種

品種別収量
（10月7日播種、12月12日調査）

0.0

50.0
100.0

150.0
200.0

250.0
300.0

350.0
400.0

450.0

ク
ロ
ノ
ス

トラ
ッ
ド
７

ビ
リ
ー
ブ

リ
ビ
エ
ラ

パ
レ
ー
ド

プ
ラ
トン

サ
ラ
ダ
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ

パ
ン
ド
ラ

サ
ン
ピ
ア
テ
ン

茎
葉

重
(k
g/

a)

べと病抵抗性 べと病罹病性

秋冬栽培の適品種は「クロノス」、「トラッド７」

組み立てた播種同時作業機

栽植密度とホウレンソウの生育
（12月18日播種、3月13日調査）
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雑草の防除

雑草抑制効果
（9月4日播種、10月24日調査、品種:パンドラ）
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丈
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m
)

雑草重量 ホウレンソウ草丈

黒マルチの敷設、除草剤の散布は雑草対策に有効

黒マルチ アージラン液剤

無処理 全面土壌処理の方法と雑草の発生
（処理期間：7月27日～8月28日、１0月23日は種、1月5日調査）
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太陽熱 ダゾメット キルパー クロピク 無処理

本数（本/㎡） 重量（ｇ/㎡）

薬剤による全面土壌処理は、抑草効果が高い

大型栽培

草丈４０ｃｍ以上で収穫する大型栽培

左：家計消費用 右：大型栽培で刈り取り収穫したもの



4

収穫時の草丈と収量（調製後）
（9月15日播種、10月21日・28日調査）
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クロノス トラッド７

草丈約30cm 草丈約45cm

（kg/a）

大型栽培で、収量の大幅UPが可能

再生栽培

左：刈り取り直後 右：再生中

再生栽培 ホウレンソウ刈取り再生栽培の播種適期
（関東地域の平坦地）

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
再生栽培
可能播種期

○ 1 2 3
抽苔 抽苔

○ 1 2
抽苔

○ 2
腐敗

○ 1 2
腐敗

○ 2
腐敗

○ 1 2 3
抽苔

3 ○ 1
抽苔

2 3 ○ 1
抽苔

1 2 ○
抽苔

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

→

1

1

2

←　

被覆資材の利用

左 ：ユーラックカンキ2号によるトンネル
中央：パスライトによるべた掛け
右 ：無被覆
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被覆資材とホウレンソウの生育
（被覆期間：1月7日～3月5日、11月20日播種、4月
7日調査、品種：クロノス）
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刈り取りホウレンソウの収量内訳
（9月18日播種、11月6日調査、品種:クロノス）
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コンテナの搬入・搬出

空きコンテナ
の供給

収穫物の搬出

ＣＶ４２（株式会社築水キャニコム製）

経済性の試算

生産体系と10a当たり作業時間

体　　　系 耕うん 施肥
うね立て
は　種
マルチ

殺虫剤
散布

収穫 運搬
ほ場
片付け

合計

省力機械化 ロータリー
マニアスプ
レッダ

収穫機 トラック ロータリー

作業時間(h/10a) 2 3 17 2 2 28

慣　　　行 ロータリー
マニアスプ
レッダ

シーダーマ
ルチャー

手散布 手刈り トラック ロータリー

作業時間(h/10a) 2 3 2 1 165 2 2 177

同時は種マルチャー

2

[1]埼玉県上里町での調査結果。
[2]作業時間は、順調に稼働している際のタイムスタディによる。

省力機械化体系の導入が経営成果に
及ぼす効果

[1]年間固定費は省力機械化体系1,366千円、慣行体系902千円。
[2]生産物価格はホウレンソウ100円/kg、コマツナ80円/kg。
[3]収量はホウレンソウ2,500kg/10a、コマツナ2,500kg/10a。

類型 栽培体系
作付面積

ha
売上高
千円

変動費
千円

限界利益
千円

ホウレンソウ 省力機械化体系 32.3 80,750 32,623 48,127

9～5月 慣行体系 32.3 80,750 72,352 8,398

ホウレンソウ9～5月 省力機械化体系 46.1 108,350 45,733 62,617

＋　コマツナ6～8月 慣行体系 46.1 108,350 99,262 9,088
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ホウレンソウ単一類型の損益分岐点単価
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慣行

収 量 (kg/10a)

単

価

（
円
）

埼玉県の生産者にとって魅力的な
価格とは言い難い

今後の発展性（問題点）

本研究では生産物100円/kgでの引き渡
しを前提として考察

しかし、生産者と加工業者が別事業者
の大規模事例では、生産者と加工業者
間の取り引き価格は60円/kg程度

本生産体系を普及させるためには

生産物ができるだけ高く取引される流通
・販売ルートの確立が必要

理想的には、比較的大規模な生産法人
が自社の工場での加工を前提としたホ
ウレンソウ生産を導入することである



 
 
 
 

 
 

３ 加工用軟弱野菜一斉収穫機の開発 
 
 

(株)ニシザワ 
西澤 准一 
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露地野菜の加工業務用・低コスト生産技術
（加工用軟弱野菜一斉収穫機の開発）

2012. Nov.  15

平成24年度革新研修「露地野菜の加工業務用・低コスト生産技術」

(株)ニシザワ

西澤准一

進化過程

収穫

調製

出荷

収穫

調製出荷

217時間/10a

103時間/10a

収穫 調製

出荷

54時間/10a

（試算はH18品目別経営統計の作業時間（全国平均）を用いた）

市場出荷向け
ホウレンソウを
用いた場合

加工用向け専用栽培
で出荷・調製労力が1/10

さらに、収穫労力が1/80

第１図 用途別および収穫機を導入した場合の作業時間（試算）

バラ出荷

収穫機導入

結束や袋詰めが不要な冷凍原料用ホウレンソウ生産の持つ可能性

結束や袋詰めが不要
↓

相対的に収穫（株の切取・拾い
上げ）作業の比率が上昇
収穫作業効率化の重要性が向上

収穫機の作業能率について
作業能率及び収穫量は品種・条間・株間などで変わります

手刈り収穫 機械収穫

地際から5ｃｍを鎌で刈り取り 地際から５cmで刈り取り

２人作業での収穫 雨天での濡れ材収穫 加工用ホウレンソウ以外の収穫作物

ベビーリーフの収穫

地際から２～３cmで刈り取り 葉先から７ｃｍで刈り取り
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加工用ホウレンソウ以外の収穫作物

中島菜の収穫

春取りは株元から刈り取り 年内収穫は地際から５cm～７cmで刈り取り

加工用ホウレンソウ以外の収穫作物

阿蘇高菜収穫 地際７～１０cmで刈り取り

加工用ホウレンソウ以外の収穫作物

大麦若葉の収穫 地際７～１０cmで刈り取り

加工用ホウレンソウ以外の収穫作物

二番穂の収穫 アシタバの収穫

地際１０～１５cmで刈り取り 地際１５cmで刈り取り

収穫機の仕様

主 要 緒 元

型 式 名 MNSH-1300

寸
法

全 長 （mm）
1890
1670 移動時(ブラシ・コンベア上げ時）

全 幅 （mm）
1715
1715 移動時(ブラシ・コンベア上げ時）

全 高 （mm）
1145
1350 移動時(ブラシ・コンベア上げ時）

機 体 重 量
（kg）

452

ト レ ッ ド (mm) 1400

バ ッ テ リ ー E B  130  (12 V x  2 個) 24V電源

作 業 能
率

約 ４ 時間 / 10 a

走
行
部

ク ロ ー ラ 幅
(mm)

110

移 動
Ｆ （km/h） 0.24  ～1.37
R  （km/h） 0.22  ～ 0.82

作 業
Ｆ （km/h） 0.22  ～ 0.92
R  （km/h） 0.19  ～0.56

操 作 方 法 サイドクラッチ

刈
取
り
部

刈 幅 (mm) 1300

昇 降 高 さ (mm) 50  ～ 285

適 応 作 物
ホウレン草・大麦若葉・アシタバ・高菜・ベビー
リーフ・青ネギなど加工用野菜

収穫機の小売価格 2,693,250円 充電器付き（税込み）

加工用収穫機ハイブリッドキット 装着機
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要約

加工用野菜収穫機は圃場に於いて、クローラーの内側

で刈り刃から上部に有る物を全て刈り取り、搬送コンベアーで

後方へ送り、コンテナケースに取り込む為の機械です。

雑草・異物の選別収穫はできません。

今後の対応

生産者の要望や様々な作物の収穫に於いて、オプション部品の

開発で対応。

長時間の連続運転に於いては、小型携帯発電機を搭載するハイブリッドタイ
プが普及している。

水田転作での要望が多く、高畝対応のハイクリアランスタイプの開発が 急
務である。

尚、農林水産技術「研究ジャーナル１１月号」に掲載されています。

電動駆動 収穫条数 2条



 
 
 

 
 

４ キャベツ省力生産のための課題と

対応 
 
 

(独)農研機構・野菜茶研 
岡田 邦彦 

 
 

1 ～ 3 
 
 

 
 



6 加工・業務用野菜の生産技術 - 1

National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国 大の機関です

キャベツ省力生産のための課題と対応

(独)農研機構 野菜茶業研究所
野菜生産技術研究領域

岡田 邦彦

2012 Nov. 15
平成24年度「露地野菜の加工業務用・低コスト生産技術」 資料

・ 生産過剰基調で気象災害でもないと価格は軟調
（青果用需要は頭打ちないしは漸減？）

・ その中で、カット用キャベツの需要は堅調

・ 土地利用型経営への親和性が高い（ようだ）
（∵現実としてそうした経営への導入事例をよく耳にする）

・ 重量野菜とされ、収穫作業が多労とされるが、狭義の収穫労力（カット＆ピッ

クアップ）は実はそれほどではない。ただし、作業姿勢には大いに問題があ
り、省力化というより、軽労化に課題がある

・ 収穫作業の大半は、箱あるいは収穫台車、搬出車両までの、人・キャベツ・
段ボール（コンテナ）の移動。

キャベツ生産の特徴をおさらいする

着実に進行している大規模化の中で、露地野菜を導入する際の品目候補の
トップクラス
（比較的栽培が容易なのか、そう思われているだけなのか）

キャベツ生産機械化の現状

移植機（動画は全自動タイプ）や管理機の普及は進んでいる

キャベツ生産機械化の現状-2

収穫機の普及は進んでいないが、現在、
切り取り精度が向上した新型機が開発さ
れており、今後の普及導入が期待される。

機械収穫作業の縊路

切り取り後の調整作業が全体の作業速度を
律速



6 加工・業務用野菜の生産技術 - 2

・慣行手収穫・選択収穫 約40時・人/10a
・慣行手収穫・一斉収穫 約20～25時・人/10a

・全自動収穫機利用・機上調製体系 約23時・人/10a （圃場作業効率80％）
（約4cm/sec）

・全自動収穫機利用・無調整体系 約8時・人/10a （圃場作業効率70％）
（約12cm/sec）

・現行自動収穫機を用いても機上調製している限り、省力化効果は小さい
・無調製収穫では、約12時・人/10aで済む。別途調整・搬出作業などを考えると
トータルとしての省力化としてはマイナス。
・但し、別途調製に積極的な意義を見出せば、話は変わる。
出荷先に応じた球選別で出荷調整・有利販売。

別途調製を生産支援と位置づける（継続的に相当量の出荷を行う産地での
み成立）。

・外葉未調製出荷が可能であれば、かなりの省力低コスト生産の可能性がある
↓

調製工程別処理を前提とした高性能収穫機を開発中

既開発機での課題

・慣行手収穫・選択収穫 約40時・人/10a
・慣行手収穫・一斉収穫 約20～25時・人/10a

↓
・揃いの向上による省力化

比較できるデータは多くないが、一斉収穫により、選択収穫に比べ、面積当たり
の作業時間が概ね半減すると見込める。

・「生育の揃い」（生育斉一性）が重要

・大玉生産と組み合わせると「手数あたりの収穫重増」によりさらに省力化

生育斉一性向上のために

・苗の選別・入れ替え
（本圃で補植するより省力的）

・苗の揃いが悪いと恐ろしく非効率

・底面給水（エブ＆フロー方式）による育苗

育苗・定植段階での斉一性向上

ポンプ

液肥タンク

育苗ベンチ

給排水パイプ

給水ポンプ

水 または 培養液

栽培ベッド

エブ＆フロー方式による育苗システム

１．播種後２日間は出芽促進→エブ＆フロー育苗ベッドへ

エブ＆フロー育苗の実際

※２ 潅水は真夏でも１日１回で十分（128穴トレイの場合）

３．子葉の展開後、肥料分を溶かし込み、
培養液でエブ＆フロー潅水開始

※１ 肥料分を加えるのは 初の１回だけ

０．肥料分未添加の培養土を用いる

２．全体的な出芽を確認するまでは頭上潅水が無難
出芽確認後、水だけでエブ＆フロー潅水開始

２．培地経由で感染する病害には要注意

エブ＆フロー育苗の課題

３．曇天日が続くようだと、潅水中断も考える
トレイは１～２cmの隙間を空けて並べる

１．装置代がかかる
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カット用キャベツは省力生産向き

・ 大玉が基本なので、手間当たりの収穫重が大

・ 大玉が求められるので、株間を広げた方が良い
→ 生育の揃いが良くなる

・ 裂球しにくく在圃性の高い品種を用いるようにするので、作業調整がしやすい

・ 一定重以上の球を詰めればよいので、選別が不要。

要するに、一斉収穫 すくなくとも 選択収穫回数の減少が期待できる

収穫機導入を前提としない省力化

・ とにかく、斉一化に努める

・ 適期作業を行えるよう、圃場準備、特に、排水対策はきちんとしておきたい

・ 適期防除で収穫不能球を極力減らす

・ 圃場へのアクセスの改善

・ 大型の収穫容器が使えれば、ベター
（ただ、納品先の事情の方が問題）

実は、青果用でも同じことで、結局、基本技術の励行が肝要



 
 

５ 露地野菜収穫調整作業の 
省力化・機械化 

 
(独)農研機構・生研センター 

貝沼 秀夫 
 
 

1 ～ 3 
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加工・業務用野菜の需要動向

農林水産政策研究所
小林茂典

露地野菜の加工業務用・低コスト生産技術

2012.11.16
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報告内容

1．食料及び野菜消費の特徴

・健康志向、簡便化志向、経済性志向
・「食の外部化」の進展

２．野菜の用途別需要の動向と特徴

３．野菜輸入の動向と特徴

４．求められる、野菜の消費拡大に連動した加工・業務
用対応

22

１．食料及び野菜消費の特徴

333

消費者の食の志向(1)

資料：日本政策金融公庫「平成24年度上半期消費者動向調査結果」2012年９月14日より抜粋
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○ 健康志向、簡便化志向はもとより、高まる経済性志向

444

消費者の食の志向(2)

資料：日本政策金融公庫「平成24年度上半期消費者動向調査結果」2012年９月14日より抜粋
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○ 年齢層によって異なる志向の中身

35.2ｐ 39.0ｐ 26.9ｐ

〈20代と70代の差〉

555

消費者の国産品に対する意識(1)
－国産品か否かを気にかける割合－

資料：日本政策金融公庫「平成24年度上半期消費者動向調査結果」2012年９月14日より抜粋
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○ 国産品かどうかを気にかける割合が低下
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666資料：日本政策金融公庫「平成24年度上半期消費者動向調査結果」2012年９月14日より抜粋

○ 国産品へのこだわりは低下する傾向
→国産品ということだけでは消費者にアピールできない可能性
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消費者の国産品に対する意識(2)
－国産品の輸入品に対する価格許容度（野菜）－
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「食の外部化」とは

 「食の外部化」とは：
⇒「調理の外部化」と同じ概念であり、

調理する場所、調理する主体が家庭外であるもの。

～外食、中食の双方

⇒「食の外部化」の進展は、食品加工企業の加工原料や
外食・中食企業の業務用食材といった迂回路を経て消
費される食料の増大

⇒加工・業務用需要の増加

888

「食の外部化」率の動向

25
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35

40

45

50

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(% )

「食の外部化」率 外食率

資料：財団法人 食の安全・安心財団
99

「食の外部化」の進展の背景

 世帯構成の変化
・ 単身世帯，共稼ぎ世帯，高齢者世帯等の増加
・ 少子化・核家族化等に伴う世帯人員の減少 等

 生活スタイルの変化・多様化
・ 世帯構成の変化とも関連した簡便化志向の高まり 等

 利便性提供型の食料供給システムの展開
・ 需要側の簡便化志向に対応し、あるいはそれを促進させる、利便性提供型

の食料供給システム(24時間営業の外食・中食企業、ファストフード、コンビニ、
冷凍（調理）食品、カット野菜等）の展開

⇒ 「食の外部化」は、これらの需給要因が重なり合いながら進展

1010

世帯構成の主な変化
（単位：万世帯，人，％）

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
2010年
/1990年

総世帯に占める割合

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

① 単身世帯 845 921 1,099 1,158 1,239 1.5 21 23 24 25 25 

② 夫婦のみ世帯 670 749 942 1,030 1,100 1.6 17 18 21 22 23 

③ 三世代世帯 543 508 482 458 384 0.7 13 12 11 10 8 

④ 高齢者世帯 311 439 626 835 1,021 3.3 8 11 14 18 21 

⑤ 共稼ぎ世帯 823 908 942 988 1,012 1.2 20 22 21 21 21 

⑥ 専業主婦世帯 897 955 916 863 797 0.9 22 23 20 18 16 

総 世 帯 数 4,027 4,077 4,555 4,704 4,864 1.2 

世帯人員 3.05 2.91 2.76 2.68 2.59 0.8 

資料：総世帯、世帯人員、①～④は厚生労働省「国民生活基礎調査」、⑤、⑥は内閣府「男女共同参画白書」

111111

世帯類型別の「食の外部化」率
（単位：％）

資料:総務省「家計調査」

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年

全世帯（2人以上）

調理食品 8.1 9.4 10.8 11.9 11.9

外食 15.6 16.2 16.9 16.9 17.0 

計 23.7 25.6 27.7 28.8 28.9

専業主婦世帯

調理食品 7.9 9.2 10.6 11.2 10.8

外食 16.9 18.1 19.1 20.1 21.1

計 24.8 27.3 29.7 31.3 31.9

共稼ぎ世帯

調理食品 8.6 10 11.3 12.4 12.2

外食 19.7 21.1 22.8 24.1 24.0 

計 28.3 31.1 34.1 36.5 36.2

夫婦高齢者世帯

調理食品 - 8.9 10.3 11.5 11.5

外食 - 10.2 10.1 11.0 11.0 

計 - 19.1 20.4 22.5 22.5

単身世帯

調理食品 - - 12.7 13.2 14.6

外食 - - 40 37.8 30.7

計 - - 52.7 51.0 45.3
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世帯類型別１人当たり１ヶ月間の飲食料支出額
（2010年）

飲食料計 穀類 魚介類 肉類 野菜・海藻 果物 調理食品 外食 その他

専業主婦世帯 20,302 1,869 1,510 1,890 2,311 630 2,192 4,285 5,615

共稼ぎ世帯 21,058 1,875 1,380 1,864 2,038 513 2,578 5,064 5,747

夫婦高齢者世帯 29,206 2,713 3,812 2,165 4,434 1,733 3,359 3,215 7,777

単身世帯 37,364 2,651 2,222 1,507 3,258 1,316 5,440 11,483 9,487

全世帯（２人以上） 21,986 2,085 2,061 1,989 2,691 825 2,606 3,741 5,988

（単位:円）

資料:総務省「家計調査」
1313

世帯類型別食料費支出の特徴

 専業主婦世帯と共稼ぎ世帯
→調理食品、外食については、共稼ぎ世帯の支出金額・

割合が専業主婦世帯を上回る。
 夫婦高齢者世帯
→外食の支出金額・割合は低い。

しかし、調理食品の支出金額は単身世帯に次ぐ多さ。
 単身世帯
→外食だけで食料費の３割を占め、これに調理食品を

加えると、その割合は45％と高い（外食費は全世帯平
均の約３倍、調理食品費は約２倍）。
しかし、外食の割合は低下傾向。

1414

2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
22,881 23,859 23,255 23,660 24,074 24,457 25,949

サラダ 2,868 2,739 2,741 2,900 3,116 3,270 3,251
冷凍調理 561 632 806 1,031 1,026 1,134 1,084
惣菜セット 1,483 937 913 1,482 1,014 900 937

小計 4,912 4,308 4,460 5,413 5,156 5,304 5,272
13,926 14,355 13,913 14,221 14,867 14,678 16,509

サラダ 3,522 3,601 3,338 3,635 4,069 4,439 4,013
冷凍調理 379 409 610 1,207 1,195 1,174 857
惣菜セット 1,476 1,083 1,012 2,022 583 918 832

小計 5,377 5,093 4,960 6,864 5,847 6,531 5,702
31,679 32,580 31,728 32,045 32,427 33,309 34,210

サラダ 2,223 1,949 2,202 2,246 2,251 2,212 2,584
冷凍調理 741 837 983 874 872 1,097 1,282
惣菜セット 1,491 804 825 1,000 1,405 881 1,028

小計 4,455 3,590 4,010 4,120 4,528 4,190 4,894
21,096 20,260 20,674 20,715 20,694 20,668 21,497

サラダ 823 899 942 941 936 933 962
冷凍調理 1,389 1,647 1,665 1,658 1,530 1,678 1,768
惣菜セット 1,556 1,394 1,363 1,152 1,208 1,237 1,136

小計 3,768 3,940 3,971 3,751 3,674 3,848 3,866

２人以上世帯
平均

生鮮野菜

生鮮野菜

単身世帯

平均

　　男

　　女

生鮮野菜

生鮮野菜

生鮮野菜等の世帯類型別１人当たり年間支出額

資料:総務省「家計調査」 注：２人以上世帯は農林漁家世帯を除く値。

（単位:円）
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（参考）生鮮野菜の１人当たり年間支出金額（３ヵ年移動平均値）

資料:総務省「家計調査」 注１：カット野菜を含む。 注２：単身世帯及び２人以上世帯（農林漁家世帯を除く）の値。
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（参考）キャベツの１人当たり年間支出金額（３ヵ年移動平均値）

資料:総務省「家計調査」 注１：カット野菜を含む。 注２：単身世帯及び２人以上世帯（農林漁家世帯を除く）の値。
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（参考）だいこんの１人当たり年間支出金額（３ヵ年移動平均値）

資料:総務省「家計調査」 注１：カット野菜を含む。 注２：単身世帯及び２人以上世帯（農林漁家世帯を除く）の値。
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（参考）サラダの１人当たり年間支出金額（３ヵ年移動平均値）

資料:総務省「家計調査」 注：単身世帯及び２人以上世帯（農林漁家世帯を除く）の値。
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（参考）外食の１人当たり年間支出金額（３ヵ年移動平均値）

資料:総務省「家計調査」 注：単身世帯及び２人以上世帯（農林漁家世帯を除く）の値。
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「食の外部化」の見通し(1)

 「食の外部化」に依存する世帯の広範囲化

→時子山氏等の指摘：

「惣菜、弁当等の中食の利用は、若い層や共稼ぎ世帯

から始まったが、今やすべての世帯に普及し、普及のス

ピードは高齢層ほど大きくなっている」。

→単身世帯だけでなく、共稼ぎ世帯の「調理の外部化」

への相対的な依存の高さ、高齢者世帯における中食

の普及（→今後の宅配ビジネス等の普及の可能性）

2121

「食の外部化」の見通し(2)
 世帯構成の将来予測（2010年→2020年→2030年）

※2008年３月推計（国立社会保障・人口問題研究所）

・単身世帯：３１．２％→３４．４％→３７．４％
・世帯主６５歳以上の世帯：３１．２％→３７．７％→３９．０％
・平均世帯人員：２．４７人→２．３６人→２．２７人
→この世帯構成の将来予測と世帯類型別の食料費支出の特徴を

考え合わせるならば、①外食の相対的な比重の低下と中食のウ
エイトの高まり、②景気低迷等に伴う節約志向を反映した内食へ
の一部回帰、等の動きを含みながら、「食の外部化」は今後もゆ
るやかに継続する可能性が高い。

→「食の外部化」の進展は、一時的・経過的なものではなく、世帯構
成の変化、生活スタイルの変化・多様化（特に簡便化志向）や、
これに対応した利便性提供型の食料供給システムの展開等を主
因とする構造的なものとして捉える必要。

2222

２．野菜の用途別需要の
動向と特徴

2323

主要野菜の用途別需要の推計

・対 象：主要野菜（ばれいしょを除く指定野菜
１３品目）を対象とした粗食料ベース

※ 粗食料＝国内生産量＋輸入量－輸出量－減耗量
※ 生鮮換算値

・期 間：1990年度、2000年度、2005年度、2010年度

・需要区分：家計消費需要と加工・業務用需要（1990年度）

家計消費需要、加工原料需要、業務用需要
（2000年度、2005年度、2010年度）

・推計方法：アンケート調査、ヒアリング調査、
統計資料（「家計調査」等）
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用途別需要の基本的推計手順

　　　　(1)　粗食料 （国内生産量＋輸入量－輸出量－減耗量）    (4)　粗食料（生鮮換算輸入量－減耗量）

　　　　　　　 　　　　（輸入）
　　 生鮮野菜

　　(3)　家計外需要（(1)－(2)）
　　（国産および輸入）

　加工原料需要 　業務用需要
　　　　　（国産）

　　　　　　　　家計消費需要 　　加工原料需要 　  　業務用需要

　　　　（国産） 　　（輸入） （国産） 　　（輸入） （国産） 　（輸入）

  業務用需要家計消費需要 加工原料需要

　　　　　　　　　　　　《生鮮野菜（国産および輸入）》 　　　　　　　　　《輸入加工野菜》

カット
野菜

冷凍
野菜

　(2)　「家計調査」等からみた
　　　　家計消費需要

注：点線部分はダブルカウントの修正

資料：小林茂典「野菜の用途別需要の動向と国内産地の対応課題」（農林水産政策研究所『農林水産政策研究』第11号、2006年）

2525

用途別需要の概念図
輸出

粗 食 料 減 耗 量 等

業 務 用

需 要 量

国 内 生 産 量 （ 外 食・ 中 食 ）

国 内 加工 品 仕 入

国 内 消費 （ 業 務 用 ）

仕 向 量 加 工 原 料

需 要量

国 内加 工 品

家 計 購 入

輸 入 量

家 計 消 費

需要 量

資料：小林茂典「野菜の用途別需要の動向と国内産地の対応課題」（農林水産政策研究所『農林水産政策研究』第11号、2006年）
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主要野菜の国内生産量と輸入量の動向
（1990年度～2010年度）

90→10年 05→10年 90→10年 05→10年
　だいこん 2,336 1,876 1,627 1,496 ▲ 840 ▲ 131 34 103 87 60 26 ▲ 27
　キャベツ 1,544 1,449 1,364 1,360 ▲ 184 ▲ 4 3 28 43 30 27 ▲ 13
　たまねぎ 1,317 1,247 1,087 1,042 ▲ 275 ▲ 45 157 359 462 513 356 51
　はくさい 1,220 1,036 924 889 ▲ 331 ▲ 35 1 42 55 28 27 ▲ 27
　トマト 767 806 759 691 ▲ 76 ▲ 68 473 703 757 688 215 ▲ 69

　にんじん 655 682 615 596 ▲ 59 ▲ 19 5 169 333 284 279 ▲ 49
　きゅうり 931 767 675 588 ▲ 343 ▲ 87 70 64 50 36 ▲ 34 ▲ 14
　レタス 518 537 552 538 20 ▲ 14 0 7 5 7 7 2
　ねぎ 558 537 494 478 ▲ 80 ▲ 16 6 77 109 89 83 ▲ 20
　なす 554 477 396 330 ▲ 224 ▲ 66 4 20 14 6 2 ▲ 8

　ほうれんそう 384 316 298 269 ▲ 115 ▲ 29 5 62 25 37 32 12
　さといも　 315 231 185 168 ▲ 147 ▲ 17 19 102 99 60 41 ▲ 39
　ピーマン 171 172 156 137 ▲ 34 ▲ 19 0 21 36 30 30 ▲ 6
１３品目計 11,270 10,132 9,131 8,581 ▲ 2,689 ▲ 550 778 1,757 2,075 1,868 1,090 ▲ 207

2005年度 2010年度
増減量

国内生産量

1990年度 2000年度

輸入量

1990年度 2000年度 2005年度 2010年度
増減量

資料：農水省「野菜生産出荷統計」、「植物検疫統計」、財務省「貿易統計」 注：輸入量は生鮮換算値

（単位：千トン）

2727

加工・業務用需要の動向（１）
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1990年度 51% 42% 57% 55% 58% 54% 52% 50% 54% 46% 36% 42% 40% 42%

2000年度 54% 56% 59% 56% 58% 58% 57% 56% 57% 48% 46% 44% 40% 42%

2005年度 55% 64% 62% 61% 58% 59% 57% 57% 52% 48% 44% 45% 47% 44%

2010年度 56% 64% 62% 62% 60% 59% 58% 55% 52% 50% 48% 46% 44% 43%
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加工・業務用需要の動向（２）
（単位：％）

13品目計 キャベツ レタス

2000年 05年 10年 2000年 05年 10年 2000年 05年 10年

加工・業務用 54 55 56 48 48 50 57 57 58

加工原料用 27 30 32 22 26 29 27 36 37

業務用 27 25 24 26 22 21 30 21 21

たまねぎ ねぎ だいこん

2000年 05年 10年 2000年 05年 10年 2000年 05年 10年

加工・業務用 58 59 59 56 61 62 58 58 60

加工原料用 26 29 30 21 25 26 32 32 33

業務用 32 30 29 35 36 36 26 26 27

2929

加工・業務用需要の動向（3）

・主要野菜全体の加工・業務用需要割合
→５１％（1990年度）から５６％（2010年度）へ上昇

・加工・業務用需要が過半を占め、しかも、その割合
が増加
→野菜の加工原料化、業務用食材化傾向の強まり

・特に、加工原料需要の増加
～外食・中食企業における、前処理・カット等の一次加工食

材の利用が一部で進展したほか、家計消費におけるカット

野菜利用の普及等を反映
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加工・業務用需要における輸入割合の推移
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1990年度 12% 66% 18% 2% 10% 0% 2% 3% 17% 2% 2% 0% 0% 0%

2000年度 26% 77% 36% 34% 46% 20% 21% 30% 17% 9% 10% 4% 4% 2%

2005年度 32% 78% 49% 54% 50% 33% 28% 14% 16% 9% 8% 6% 5% 2%

2010年度 30% 78% 53% 51% 39% 34% 25% 21% 13% 6% 4% 4% 2% 2%
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用途別需要における輸入割合

・主要野菜全体の粗食料における輸入割合：

→６％（1990年度）、15%（2000年度）、19％（2005年度）、

18％（2010年度）

・家計消費用における輸入割合：

→0.5%（1990年度）、２％（2005年度）、２％（2005年度）、

２％（2010年度）

・加工・業務用需要における輸入割合：

→12%（1990年度）、26％（2000年度）、32％（2005年度）

30％（2010年度）

3232

主要野菜の用途別需要の特徴

 加工・業務用需要が過半を占め、その割合が増加。

→野菜の加工原料化、業務用食材化傾向の強まり

 加工・業務用需要と輸入品利用との結びつきの強さ。

→加工・業務用需要への国内対応の遅れは、国産野
菜の販路縮小へつながる可能性

3333

３．野菜輸入の動向と特徴

3434

野菜の形態別輸入量（年間）

資料：財務省「貿易統計」 注：果実的野菜を除く
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3535

野菜の形態別輸入量（１～６月）

資料：財務省「貿易統計」 注：果実的野菜を除く
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3636

近年の野菜輸入に影響を与える要因（１）
－輸入食品の安全・安心等に関連する要因－

 2002年３月：中国産冷凍ほうれんそうから基準値を超える残留

農薬を検出

 2006年５月：残留農薬等に関するポジティブリスト制度の導入

 2008年１月：中国産冷凍ギョウザ中毒事件

 （2008年９月：リーマン・ショック）

 2008年９月：中国産食品におけるメラミン混入事件 等

→ こうした一連の出来事等を契機とした、輸入食品（特に中

国産）に対する不安・不信の高まり

→ 野菜輸入量は2005年をピークとして、その後、減少へ

3737

 天候不順等による国産野菜の不足

 不況が進む中での低価格志向の強まりと、円高の
進行にも後押しされた輸入品の低価格化との結び
つき

 低価格志向も背景としながら、中国産食品に対する
不安・不信（抵抗感）も徐々に薄れる傾向にある、と
の指摘

→ こうした要因が相互に関係し、2010年以降、野菜

輸入量が増加

近年の野菜輸入に影響を与える要因（２）
－輸入増加要因－

3838

生鮮野菜の輸入量(年間）

資料：財務省「貿易統計」 注：果実的野菜を除く
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3939

生鮮野菜の輸入量(１～６月）

資料：財務省「貿易統計」 注：果実的野菜を除く
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4040

生鮮たまねぎの月別輸入量（各月の３ヵ年移動平均値）

資料：財務省「貿易統計」
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4141

生鮮キャベツの月別輸入量（各月の３ヵ年移動平均値）

資料：財務省「貿易統計」
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4242

生鮮にんじんの月別輸入量（各月の３ヵ年移動平均値）

資料：財務省「貿易統計」
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4343

生鮮ねぎの月別輸入量（各月の３ヵ年移動平均値）

資料：財務省「貿易統計」
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4444

主な輸入相手先国・地域のシェア（1）

①中国（2000年→05年→10年（11年））

・生鮮：39％→62％→58％（59％）

・冷凍：41％→44％→40％（41％）

・塩蔵：86％→90％→80％（85％）

・乾燥：86％→86％→83％（83％）

・調製：44％→55％→52％（51％）

・全体：46％→57％→52％（52％）

4545

主な輸入相手先国・地域のシェア（2）

②アメリカ（2000年→05年→10年（11年））

・生鮮：28％→13％→15％（16％）

・冷凍：40％→34％→40％（38％）

・乾燥： 9％→  9％→11％（11％）

・調製：18％→12％→12％（12％）

・全体：26％→18％→22％（22％）

⇒野菜全体：中国とアメリカの２国で７割強のシェア

生鮮野菜：中国とアメリカで７割強、これにニュージー

ランドを加えると８割強のシェア

4646

４．求められる、野菜の消費拡大に
連動した加工・業務用対応

4747

加工・業務用需要と家計消費需要の基本的特性の違い

加工用 業務用 家計消費用

品質内容

（品種、規格等）

・用途別に多様（大型規格、水
分含有率等）

・用途別に多様（大型規格、
水分含有率等）

・外観等をより重視

内容量 ・重量を重視 ・重量を重視（品目によって
は個数を重視）

・個数を重視（定数詰め）

出荷形態

（荷姿等）

・ばら詰め・無包装

・通い容器、ダンボール

ばら詰め・無包装

通い容器、ダンボール

袋詰め・小分け包装

ダンボール

取扱形態 ・原体（ホール）

・前処理・一次加工

原体（ホール）

前処理・一次加工

原体（ホール）

数 量 ・定時・定量（周年安定供給）

・加工施設の稼働等を考慮し
た供給

・定時・定量（周年安定供給） ・販売単位（数量）の変更に
よる仕入数量変動への弾力
的対応

仕入価格 ・定価（中・長期的安定価格：
年間・シーズン値決め等）

・一般的に、家計消費用、業
務用と比較して低価格

・定価（中期的安定価格：
シーズン・月間値決め等）

・一般的に、家計消費用と比
較して低価格

・販売単位（数量）の変更に
よる仕入価格変動への弾力
的対応

・量販店は週間値決めが基本

資料：野菜ビジネス協議会・日本施設園芸協会『品目別・用途別ガイドライン（改訂版）』2011年、藤島廣二・小林茂典『業務・加工用野菜』農山漁村文化協会、2008年より
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48

加工・業務用キャベツ

用 途 求められる品質・規格等

カット用 ・寒玉系品種が基本

（時期によっては春系との中間種
も使用）

・葉質が硬く、水分含有率が低い
もの 等

大玉（１０㎏詰めの
場合、６玉程度）が
基本

加熱調理用

ｻﾗﾀﾞ、ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ
用 等 ・春系、寒玉系 等 ※

(家計消費用） ・形状、玉揃いの良さ

・春系、寒玉系、ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞｰﾙ

８玉/１０㎏箱が基本

※ 春系、寒玉系等の品種選定については、実需者が、水分含有率、甘さの程度、盛りつけ時のボリューム感、色
合い、加工歩留まり等のいずれを重視するかによって異なる。

4949

加工・業務用たまねぎ

用 途 求められる品質・規格等

サラダ用、ﾄﾞﾚｯｼﾝ
ｸﾞ・調味料用 等

・辛みが少なく、甘みがあるもの

・甘み等の品質の安定性 等

L大ないし

２L以上が基本加熱調理用(炒め

物、かき揚げ、煮
込み用等）

・水分含有率が低いもの

・煮崩れ、形崩れしにくいもの 等

(家計消費用） ・形状、玉揃いの良さ M～Lが基本

資料：日本施設園芸協会「加工・業務用野菜需要への対応に向けた「品目別・用途別ガイドライン」

5050

加工・業務用ほうれんそう

用 途 求められる品質・規格等

サラダ用 えぐみが少ないもの サラダほうれんそう等

冷凍原料用
葉が大きく葉肉が厚いもの（茎の
長さではない）、濃緑色 等

４０㎝程度の大型規
格

業務用加熱調理
用 ※

(家計消費用） ２００～２５０ｇ程度の結束、袋詰め ２５㎝程度

※ 外食・中食企業で、ゴマ和え、おひたし、バター炒め等の加熱調理用として使用されるもの。生鮮でそのまま使用
されるもの及びチルド原料となるものを指している。チルドの場合、冷凍ほうれんそうと同様にブランチング（加熱）処
理された後冷蔵されるものやブランチングされずに生鮮ほうれんそうを洗浄後冷蔵するもの等がある。

515151

野菜の１人・１年当たり供給粗食料
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資料：食料需給表

525252

野菜の１日当たり摂取量（平均値）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査結果の概要」各年版
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5353

野菜の消費拡大に連動した取組

 １人当たりの野菜消費量が漸減傾向で推移するとともに、人口減少社会へ
向かう状況下において、国産野菜のマーケットの維持・拡大を図るためには、
１人当たりの野菜消費量の拡大に向けた取組が不可欠

→「食の外部化」が今後もゆるやかに継続する可能性が高いことを考えるな
らば、外食・中食等における野菜を使用したメニューの拡大が重要
※ 健全な食生活における野菜の摂取目標量は１日当たり350ｇ（「健康

日本２１」より））

⇒①より一層の利便性に着目した取組（「簡便化志向」への対応）
～カット野菜、冷凍野菜、蒸気加熱済み野菜、冷凍調理食品、「キット食材」 等

⇒利用者の調理時間の短縮等
⇒一般消費者や、外食・中食企業、学校給食等の多様な実需者による利用

（共働き世帯や高齢者世帯に向けた中食等の多様な「宅配ビジネス」等を含む）

②野菜の機能性成分に着目した取組（「健康志向」への対応）
～野菜の機能性情報を付加した供給

⇒ 求められる、野菜の消費拡大に連動した加工・業務用対応
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54

（参考）加工・業務用対応型の生産・供給に求められる視点

 サプライチェーンとバリューチェーンの統合による国産品の価値提案の必要性

～消費者・実需者ニーズに対応した生産・供給

①経済性志向への対応（⇒低コスト化）

→サプライチェーン（供給連鎖：効率化）の構築による産地から食卓に至るトータルコスト
の低減

（景気低迷下での経済性志向の強まりと、国産品へのこだわりの弱まりの中、国産品と
いうことだけでは消費者にアピールできない）

→トータルコストの低減という視点

・生産コストの低減（大型規格の高単収栽培、省力機械化栽培体系（規模拡大）等）

・選別・調製コストの低減（出荷規格の簡素化等）

・流通コストの低減（通い容器・鉄コン、レンタル・ワンウエイ方式、モーダルシフト等）

55

②健康志向及び簡便化志向への対応（→野菜の消費拡大に連動した取組）

→バリューチェーン（価値連鎖：付加価値形成）の構築

○健康志向への対応

→野菜の機能性成分に着目した取組

・機能性情報の付与

・機能性訴求型メニュー 等

○簡便化志向への対応

→より一層の利便性に着目した取組

・カット野菜、冷凍野菜、冷凍調理食品、蒸気加熱済み野菜等の半調理野菜、
「キット食材」等

→利用者の調理時間の短縮等

（共稼ぎ世帯や高齢者世帯に向けた中食等の多様な「宅配ビジネス」等を含む）

（参考）加工・業務用対応型の生産・供給に求められる視点

565656

（参考）加工・業務用対応型の野菜生産・供給の概念図

○　リレー出荷（産地間、標高差利用等）による
　　 周年安定供給

・消費拡大に連動した取組

消
　
　
費
　
　
者

・「食の外部化」に対応した
外食・中食等における野菜を
使用したメニューの拡大　等

産地

〈産地加工〉
・前処理、カット
・冷凍　等

→多様な等階級
品の有効利用とし
ての役割を含む

○　サプライチェーン（供給連鎖：　効率化、産地から食卓に至るトータルコストの低減）

○　バリューチェーン（価値連鎖：　付加価値形成）

コールドチェーン・品質管理

・生産コストの低減（大型規格の高単収栽培、省力機械化栽培
　　　　　　　　　　　　体系（規模拡大）等）
・選別・調製コストの低減（出荷規格の簡素化等）
・流通コストの低減（通い容器・鉄コン、レンタル・ワンウエイ方式）
　　　　　　　　　　　 （モーダルシフトによる遠隔産地からの
　　　　　　　　　　　　 輸送コストの低減）等

・消費者・実需者に対応した付加価値の付与
　～簡便化志向への対応→「利便性」のある商品の供給
　　　　（カット野菜、冷凍野菜、冷凍調理食品、蒸気加熱済み
　　　　  野菜等の半調理野菜、「キット食材」等）
　～健康志向への対応→各野菜の機能性成分に着目した取組
　　　　（機能性情報の付与、機能性訴求型のメニュー等）

実
　
　
需
　
　
者

・経済性志向への対応
　→低コスト供給

・コスト意識の明確化
・多様な実需者ニーズに
対応できる生産者の育
成・グループ化
・大型規格の高単収栽
培
・省力機械化栽培体系
（規模拡大）
　等

産地

中
間
事
業
者
等
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー

タ
ー

契約取引

残さの
有効
利用

・健康志向

・簡便化志向

・経済性志向

1人当たり野菜
消費の拡大

《サプライチェーンとバリューチェーンの統合による国産品の価値提案》
　　　　　－消費者・実需者ニーズに対応した生産・供給－

《縦（川上・川中・川下）と横（産地間等）の連携・ネットワーク化》

575757

ご清聴ありがとうございました。
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National Agriculture and Food Research Organization

農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国 大の機関です

加工・業務用野菜の生産技術
－キャベツ・レタスを中心に－

(独)農研機構 野菜茶業研究所
野菜生産技術研究領域

岡田 邦彦

2012 Nov. 16
平成24年度「露地野菜の加工業務用・低コスト生産技術」 資料

生産技術開発はかつて……

・野菜の安定供給＆農家経営への貢献

生鮮野菜は生産が困難な端境期を除いて国内生産が当然

有利販売を目指した作期拡大

国際化も意識されていたが、高品質化・差別化戦略が主流

（→生鮮野菜輸出など、これはこれで、 近・・・・・）

↓

高品質生産指向

従事者の高齢化などによる生産基盤の弱体化・生産の減少

↓

高品質・有利販売ではなく、省力生産技術の開発が急がれた

野菜用作業機械の開発

但し、生産減少に伴い高値が期待されていたので、低コスト生産への意識が必

ずしも高くなかった

サンドイッチ用 ： ドリップが少なくスライスしやすいトマト

や

パリパリとした食感に優れた高硬度キュウリ

などは、適品種・専用品種の育成に待つところが大きい

（栽培技術による対応には限りがある）

カット用のキャベツ・レタスなどは、現行品種の選択と栽培体系の改良で対応できる

部分が大きい。また、これらの土地利用型野菜はこれまで主穀作中心であった農家・

農業法人の参入も大いに期待されるなど、水田利用の面からも重要

加工・業務用キャベツ・レタスの特色 加工・業務用キャベツ・レタスについて

・ キャベツ・レタスの加工・業務用需要は高く、堅調

・ 消費行動の変化などで、家計向け出荷は苦戦が続く。
野菜消費が伸びたとしても、家庭内消費の向上は不透明
「消費拡大→昭和の再現」は希望的観測

・ 実需者の多くも安全・安心の観点から国産品による供給を望んでいる
加工・業務用でも生食が主であるため、輸入時の検疫リスクが大きい。
（加熱加工が主の作目ではここがキツい）

・ 業務用は出荷価格が読める→経営に安定要素の導入
規模拡大に伴い常雇が発生した場合、販売に安定要素がある方が良い

・ 極端な価格高騰は加工・業務用のレタス離れを惹起する
出荷量回復時の青果用相場にも悪影響

・ ただし、重量単価は安い
逆に言えば、この価格に対応できれば、販売の選択肢は非常に広くなる
そもそも、労働時間当りなど、経営的視点から価格は考えるべきではないか
（なお、業務用のごく一部には高付加価値の出荷もあるかも知れない）

加工用と業務用の違い

・ 加工用→カット業者向け
業務用→ホールで仕入れる外食・中食向け

・ 加工用→カット用に適した球形質が求められる
業務用→球形質としては概ね家計向けと同じ

市場調達もあるが、契約栽培の場合は定時定量が求められる

・ 業務用でもホールから半加工品での仕入れが増加傾向にあり、加工用原料需要が
増加

・ キャベツの輸入はジュース原料用などか？その他には、加工業者による「保険」？

生産技術面から考えると、業務用に求められる球形質は概ね家計向けと同様であ
ることが多いので、新たな生産技術体系が求められるのは、加工用途向けと考え
て良い。以降、加工用、特に、カット用を中心に考えることとする

カット用キャベツに望まれる球形質

・ 製品歩留まりや作業効率上、大玉が望ましい

（芯抜きは通常手作業による、「歩留まり」なる用語は、生産効率も含んだ概
念も表現されることがあり、一部に混乱が生ずる）

・ 「大玉」の上限はスライサーの仕様に依存。（その範囲で大玉の方が良い）

・ 品種は通常、いわゆる「寒玉系」が望まれる。
いわゆる「サワー系（春系）」は
結球葉が層状に整然と並んでいない、
結球が緩い

ため、カット時に「線」が出にくく、「くず」が出る

・ 球内茎の伸長による緩い結球も生産効率・歩留まりの面で問題

・ 「味」に関する品質要求は現時点では高くない。

・ 外葉（鬼葉）は事業者により「不要、除去が望ましい」～「結球保護のため、１
～２枚必要」の幅がある

・もちろん、例外はある
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キャベツ大玉生産

・ 条間・株間を広げることにより大玉化が可能

・ 但し、裂球しにくく在圃性の高い品種を用いる必要がある

・ 在圃性が高く、栽植密度を低くすることで大玉が獲れる品種は希有な存在ではない
（ボーダー部の株を見ればある程度分かる）

大玉適性品種と低密度栽培をベースに大玉生産に特化した省力生産システムが可能

キャベツ低コスト生産に向けて

・省力生産による規模拡大が 重要ポイント

・労働時間の約半分を占める収穫労力の省力化がポイント
（移植機の普及は大いに進んでいる）

・減肥・減農薬も資材費の高騰などでバカにならない。
さらに、局所施肥には生育斉一化の効果も期待できる

4～5月に途切れる寒玉キャベツ

・キャベツは低温により花芽が形成されて、茎の伸長が始まる

・ある程度以上の大きさ（葉数）になってから低温に感応する Green plant 
vernalization 植物

・寒玉系品種は春系品種より低温成長性に優れるが、低温にも感応しやすい

・結球葉を形成して一定期間経過した茎は低温に遭遇した後も直ちに伸長することは
なく、温度が上昇してから伸長

一般的な冬どり寒玉キャベツ（～３月くらいまで）

９月中旬くらいまでに定植すると、厳寒期に入るまでに十分な結球体勢ができ、そ
の後の低温でも直ちに茎の伸長は始まらない。圃場内貯蔵のような形で12月～3
月に順次収穫できるが、春になり温度が上昇すると茎の伸長が始まり、収穫不可

一般的な初夏どり寒玉キャベツ（5月下旬くらいから～）
11月頃～2月頃に定植。低温に感応してしまわない程度の「小ささ」を維持しつつ
冬を過ごす。初春の温度上昇とともに結球が進んでいき、初夏に収穫。

一般的な春どり春系キャベツ（３月下旬くらいから～）
11月頃～2月頃に定植。低温に感応してしまわない程度の「小ささ」を維持しつつ

冬を過ごす。初春の温度上昇とともに結球が進んでいき、春に収穫。

10月～11月初旬に植えると、結球体勢が不十分なまま厳寒期を迎え、球内茎伸長に
よる低密度球や不結球となる（これは、春系キャベツでもほぼ同様）

4～5月どりに向けて

冬どりの延長
春の温度上昇時に球内茎の伸長が遅い品種の育成により、4月中旬～下旬まで

の寒玉生産の延長を狙う。

初夏どりの早期化
春系キャベツ並みに鈍い低温感受性と結球形成の早い品種の育成により、5月

上旬～中旬からの寒玉生産の前進化を狙う。

それでも、４月下旬～5月上旬のGWの時期の安定的生産は極めて難しい。

しかし、寒玉の結球形成の遅さは、結球葉が多くかつ密であるという特性による
ところが大きいが、この特性は寒玉が求められる根幹であるので、両立が非常に
難しい。

レタスに望まれる球形質

・ 製品歩留まりや作業効率上、大玉が望ましい
（芯抜き、ほぐしは通常手作業による、「歩留まり」なる用語は、生産効率も含ん
だ概念も表現されることがあり、一部に混乱が生ずる）

・ ある程度緑色で、みずみずしいこと。
・ 白色化、褐変、腐敗は不可。 （過熟球は不可）
緑や白という問題は 終実需者により多少様相が異なる（ 褐変はやはりダメ）

・ タコ足球も不可
カットした後では芯と見られるらしい。余り構わない用途もあるかも知れない

・ ほぐしやすいこと （過熟球は不可）

・ レタスのカット現場で一番注意を払われているのは、虫などの混入
程度問題だが、通常の範囲内であれば不可避と考えられているようである
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レタスの大玉生産

・ 株間を広げ、早期肥大と作期延長による大玉化の効果は薄い
（品種による違いがあり、大玉適性品種が求められる）
（夏作では、粗植による結球葉位の上昇が見られる場合がある）

・ 但し、過熟球は不可なので、在圃期間延長による大玉化には限界がある

・ 在圃期間延長で腐敗・チップバーンなどによる褐変のリスクも増大
（これらに強い品種も求められる）

・ つまり、大玉生産はキャベツほど容易ではない

品種改良・選択、肥培管理も含めた総合的な生産技術体系の地道な構築が必要

冬レタスの課題

・収穫適期は長め

・但し、固しまりし易い
一方で、結球が緩い品種は暴れやすい

・トンネル栽培の労力・資材コストの分生産コストが高くつく
支柱立て機や共同出荷センターによる省力化・規模拡大

・加工・業務用主体の新産地（特に東日本）

・低コスト大規模ハウス導入
天候に関わらず定時植え付け・定時作業・生産も安定化
（作業が天候により左右される→見えないコスト）

低栽植密度栽培

高温期の
安定供給

大 玉 の 供 給

４～５月
の寒玉

過熟球はダメ

低温期の
低価格供給

低 コ ス ト 生 産

低栽植密度栽培

キ ャ ベ ツ レ タ ス

生育期間の延長

省力生産による
規模拡大

省力生産による
規模拡大

生育期間の延長

生産の揃い
向上

一斉収穫

適品種の育成

生産地の広域化

非ラップ調整
による省力化

生育予測に基づく
産地間連携

求められる要素 対応する技術的課題 間接的技術要素

技術的課題の関わり（矢印が太いほど関与の程度が大きいことを示す）

ネガティブな技術的課題の関わり

カット用キャベツ・レタス生産に求められる要素と対応技術の関係 安定生産（安定供給）

・ 生産サイドの安定生産体制と調達サイドの安定
安定生産と分散調達

・ 安定生産体制（概ね契約数量の1.1～1.2倍）と計画余剰生産物の取り扱い
２Ｌ、３Ｌ球を市場に？
→生育予測に基づく余剰分の早期出荷の可能性

・ 気象変動と収穫適期の短さゆえ産地での安定生産には限界か
好条件→悪条件、前倒しと生育遅れの挟み撃ちへの対応は極めて困難

・ 特に気象災害時には広域連携が必要
調達サイドは必ず考える。誰が、調整の手間とリスクと引き替えにイニシアティブを取るか

生鮮野菜、特に露地生産を主とする葉根菜類 は気象条件の影響をモロに受ける

・生育制御は露地野菜では未だ難しい
・精密農法 precision farming に期待

↓
（生育診断・生育予測が重要）

生育の遅速・良否に応じた 生産調整 ・ 出荷調整 が望まれる

・ 生育予測に基づく産地間連携
・ 収穫予測に基づく有利販売戦略

この他、中長期的な産地戦略構築や温暖化状況下での全国的な生産・需給調整施
策にも生育予測が必要

以降は、個別の産地において生育状況を見ながらの生産・出荷予測を想定

生育予測のによる安定供給の可能性 生育モデルを用いた生育予測手順を考えてみる

・ 各圃場、少なくとも、地域の日平均気温、日日射量のデータがリアルタイムに得
られている（正確には、日平均・日積算を行う関係で１日遅れの利用となる）。

・ 使用するモデルは、日平均気温と日日射量を入力条件として、地上部生体重、
結球部生体重、葉齢を日々計算できるものとする。

・ 圃場ごとに定植日データを持っており、定植時の葉齢も標準的なものとする。

シミュレーション基点としての生育情報収集

調査時期

各圃場の定植日における定植時葉齢が分かっていれば 、日平均気温に応じて増加

する葉齢を計算していくと、結球開始期が計算できる。結球開始期以降の適当な時期、

つまり、結球部がある程度の大きさになったと思われる時点で次に示すような生育デー

タ収集を行う。ここでいう、「ある程度の大きさ」は予測時期によって変わり、結球開始期

前に予測することも可能だが、予測時期が必然的に早まり、その分だけ、予測精度も低

下する
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ニーズと生産のマッチング
・ニーズは多様

「寒玉の大玉」もあくまで「一般論」
供給時期・量の変動許容範囲、計画決定時期
農薬使用量などの生産方法（トレーサビリティなど）
形状・重量・葉色などの球形質
細かい点を考えると、取引先毎に違うので、対応能力が重要

・新たなニーズ、特に品質関連ニーズの可能性
・新たなニーズに対する情報収集・共有の方策

生産側の対応

１．そもそも加工・業務用に取り組む意義の有無、意義の理解が必要。

（あえて、取り組まないのも一つの選択。但し「取り組まないことのリスク」も考
えておく必要がある）

２．球形質（形状・重量・葉色など）、供給時期・量の変動許容範囲、計画決定時
期、生産方法（農薬使用など）など考えると、取引先毎に違う
→ 一般論は可能だが、個別には一つ一つの応用問題
→ 対応力（コーディネーター能力）が重要

システムとしての対応方策
・ 出荷・販売調整システム

・ 収穫・調製などの出荷支援システム

・ 防除などにも踏み込んだ生産支援システム

多くの加工・業務用品目は

いわばロングテール部分

野菜加工業者は規模が小さ

いところが多いので、そんなに

大きくない。

その「小ささ」は市場出荷を

考えた産地作りの時とは比べものにならない。逆に、小さい産地、あるいは、生産者集団

でもこうしたミニマムニーズに応えれば活路はある。

そのためには、実需者と生産者とのマッチングを行う目利きが技術開発以前に重要。そ

の際、域内の実需者の方が輸送コスト・地産地消を謳える等の点で有利ではあるが、域

内に拘る必要は無い。

それでも加工・業務用キャベツ・レタスはむしろ例外的
需要量の大きい、カット用キャベツ・レタス、冷凍原料用ホウレンソウ、ジュース用ニンジ

ン、加熱調理用タマネギ などについては、比較的、従来に準じた産地戦略・技術戦略が

とりやすい。

ただし、一部の例外を除いて、付加価値戦略は採りづらいので、低生産コスト生産のた

めの省力化がポイントとなる（次のステップとして、安定生産が来る）が、露地野菜の場合、

収穫・調整効率が極めて重要。

とりわけ、圃場内調整が可能な結球性野菜の収穫省力化については、圃場内外での

ハンドリング効率が重要

カットキャベツ・レタスは、

マーケットサイズが大きいだけでなく、成長中

地域や加工・業務用途に具体的に対応した個別の技術

開発はまだまだ必要。ただし、ターゲッティングが重要

主なターゲットについては、技術開発も進んできたが……
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