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開発のねらい： 
 

北海道においても年々農家数は減少しており、新規参入者を誘引する施策が講じられて

いますが、道内の新規就農者は少ない状況です。この状況を打破するためには、新規就農

者への技術継承を担える中核的な農業者を選び、農作業の効率化、省力化、低コスト化に

資する先進的技術体系を導入する必要があります。 

 

本研究において取り上げたアスパラガスは、北海道を代表する野菜であり、その品質が

優れているため消費者の評価は高いですが、気象条件の影響を受けやすい露地栽培が中心

であり、出荷期間が短いことから、低い単収にとどまっているのが現状です。このため、

アスパラガス栽培に適し、かつ農村の未利用資源を利用し、合理的なデータ解析に基づい

て低コストで利用できる画期的なハウス暖房システムを開発し、アスパラガスの作期拡

大、安定生産できる施設栽培を推進する必要があります。 

 

そこで、本研究では、作物の生育状況や栽培環境などの現場情報を知るためのフィール

ドサーバーおよび地域資源であるモミガラを燃料とした低価格温水ボイラーを用いた土中

蓄熱暖房システムの開発を組合せるとともに、それら革新的技術に対応した数値に基づく

栽培管理技術を融合することで、高収益施設アスパラガス栽培技術を開発しました。ま

た、本開発技術の実証圃は、新規参入者等への技術伝承を図る展示圃として活用すること

としています。 

 

なお、本実証研究は、若手生産者である内山農園の内山裕史氏がアスパラガスの施設栽

培に取り組んだ実体験から、新規生産者等にはデータに基づく栽培管理が必要であり、そ

の栽培管理技術を伝承する場があることでより生産を安定維持できると考えたことから始

まりました。この考えに賛同した産学が連携し、寒地における高収益施設アスパラガス栽

培の実証研究に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

図 1 土中蓄熱暖房システム

を稼動させた施設における 

アスパラガスの萌芽（撮影：

2015年 4月 3日） 

 

 

 

 

技術体系の紹介： 

１．土中蓄熱暖房 
開発した土中蓄熱暖房システムは、ハウス内を暖めるものではなく、作土層そのもの

を暖めるシステムです。その特徴は、地温を暖めてアスパラガスの出荷期間を長期化で

きること、作土層がムラのない均一な温度分布になることなどです。 

本システムは、モミガラボイラーで生成した温水を、循環ポンプで作土内に配管した

複数のＵ字形状の放熱パイプに送水し、放熱後の低温水をモミガラボイラーに戻し、再

度加温して送水、循環を繰り返して作物の根部を含む作土を暖めます（図２）。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 土中蓄熱暖房システム（100坪ハウス 1棟の場合） 

 

 

 

 

土中配管断面図 

土中配管平面図 

還り側ヘッダー 

往き側ヘッダー 

温水ボイラー 断熱材 



２．モミガラボイラー 
実証試験地となりました北海道美唄市のように野菜、花き等の園芸地帯と稲作地帯が

近接している地域では、稲作から排出されるモミガラの処理が問題になる場合がありま

す。このモミガラを燃料としてハウスの暖房熱源にしようとして開発されたのがモミガ

ラボイラーです。 

その特徴は、未利用資源のモミガラを燃料とすること、モミガラをほぼ 100％燃焼させ

ることができることです。 

本モミガラボイラーは、燃焼炉、熱交換器、モミガラ供給器から構成され、大きさは、

全長 74cm×全幅 43cm×全高 175cmです（図３）。 

本モミガラボイラーの燃焼システム（図３）は、逆火炎燃焼方式を採用してロストル上

部から空気を供給し、ロストル上でモミガラ(無加工)を燃焼するとともに、燃焼によっ

て発生したガス成分をロストル下部で燃焼し、モミガラを完全燃焼するものです。燃焼

で得た高温空気はロストル下部から熱交換器内を上昇して吸引ファンから排気されます。

その際に熱交換器内を通水する循環水を加温し、循環ポンプを介して作土に埋設する放

熱パイプに送水し、作土層の暖房を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．栽培管理技術による環境制御～栽培管理ソフトウェア～ 

栽培管理ソフトウェアは、地域の未利用資源である「モミガラ」のみを燃料とした土中

蓄熱暖房システムと、合理的な判断に欠かせないセンシングシステムを導入することで、

アスパラガスの作期を拡大し、安定生産につなげるためのツールです。 

このソフトウェアは、寒地におけるアスパラガス栽培に最適な環境条件をその成長段階

に分け、センシングシステムと天気予報サイトからの情報をもとに、最適条件範囲の継続

時間が最大になるよう施設（ハウス側窓開閉とモミガラボイラーの温水循環）を制御する

ことを目指しました。 

本ソフトウェアは、図５の７つの管理モードのうちの1つを選択するだけで、圃場セン

サーが気温や地温などの環境を最適に保つよう、ハウス側窓の開閉とモミガラボイラーの

温水循環（循環ポンプのオンオフ）を制御します。 

図３ モミガラボイラーの燃焼システム 



この栽培管理ソフトウェア（施設制御キットを含む）の利用に必要な機材・環境は、PC、

Wifi、換気用フィルム巻き取り装置等とリモコン、圃場センサー、モミガラボイラーです。 

このソフトウェアを利用するためには、室温、地温、EC、土壌水分の各センサー（お手

元のセンシングシステムも同じ）を設置する位置が

とても重要です。また、施設制御装置を自動運転操

作する場合は、室温、地温のセンサーは、必ず設置

してください。設置位置は、100 坪ハウスの場合、

ハウス中央の高さ 100cmに室温センサー、ハウス中

央地下 20cm のところに地温センサーをそれぞれ設

置します（図４）。 

栽培管理ソフトウェアでは、アスパラガスの栽培

時期を 7つに分け、これらの時期に対応した最適管

理条件を設定しました(図５・６)。 

センサーによって計測されたデータは、PC画面で

モニタリングできます（図７）。 

 

  

 

 

  

図４ センサーの設置位置 

図５ アスパラガスの栽培時期を 7つに分けた管理モード 

 萌芽促進期 … 3月～4月上旬 

 春取り期  … 4月上旬～5月末 

 立茎期   … 6月～7月中旬 

 夏秋取り期 … 7 月中旬～9 月中

旬 

 株養成期  … 9 月中旬～10 月中

旬 



 

 

 

  

図７ モニター画面 

図６ ７つの管理モードにおける設定値（PC上の操作画面） 



技術体系の経済性： 
経営費については、2 年間の実証試験を参考とし、新規参入者が土中蓄熱暖房システム

を用い、施設アスパラガス栽培に取り組んだ場合を想定しました。試算の結果、栽培開始

から 3年目で従来の無加温施設よりも大幅に収入が支出を上回りました（図８）。 

 なお、本試算は、栽培規模を 10a（100坪ハウス 3棟）として、試算しました。 

 

（１）土中蓄熱暖房システムを用いた施設アスパラガスの新植時経費 

経費は、施設や農機具、付帯設備をすべて新品としているため、減価償却費（ハウス一

式 450 千円、潅水資材一式や暗渠・客土など付帯設備 826 千円、農機具 519 千円）が大半

を占めています（表１）。 

 

 

表１ 土中蓄熱暖房システムを用いた施設アスパラガスの経費 

No 種  類 構造・規格 
取得価額 

（円） 

耐用年数 

（年） 

負担率 

（％） 

340㎡当たりの減

価償却費（円） 

施設 

1 ハウス一式 6.3×50m×3棟 4,503,750 10 1.00 450,375 

付帯設備 

1 潅水関連資材 
ポンプ、タンク

ほか 
1,207,203 7 1.00 172,630 

2 客土、暗渠   1,920,000 10 1.00 192,000 

3 電源供給   372,600 10 1.00 37,260 

4 給水一式   669,000 10 1.00 66,900 

5 ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾊﾞｰｼｽﾃﾑ 50万円/10a 500,000 7 1.00 71,500 

6 土中蓄熱暖房ｼｽﾃﾑ 200万円/10a 2,000,000 7 1.00 286,000 

小計 6,668,803     826,290 

農機具等 

1 フロントローダー   1,091,000 7 0.15 7,801  

2 トラクター 87ps 5,900,000 7 0.09 25,311  

3 クローラトラクター 75ps 5,519,000 7 0.06 15,784  

4 トラクター 45ps 3,447,000 7 0.24 39,434  

5 ブルトラ 13ps 1,260,000 7 0.18 10,811  

6 マニュアスプレッダ   450,000 7 0.12 2,574  

7 ライムソワー   262,000 7 0.27 3,372  

8 ソイルクランブラー   550,000 7 0.18 4,719  

9 深耕ロータリー   800,000 7 1.00 57,200  

10 ロータリー   525,000 7 0.30 7,508  

11 動力噴霧機   800,000 7 0.24 9,152  

12 軽トラック   715,000 4 0.12 7,150  

13 アスパラガス  43,290 10 1.00 4,329 

小計 21,362,290     519,574 

合計    1,883,653 

 

 

 

 

 

 



（２）土中蓄熱暖房システムを用いた施設アスパラガス栽培の経営試算 

北海道では、一般的に所得が見込まれるのは定植から 3年目以降ですが、土中蓄熱暖房

システムを導入することにより、慣行の無加温施設栽培に比べ、収穫開始時期が約 1ヶ

月、収穫収量時期が約 1ヶ月延長し、収量は 1.5倍になり、農業所得も増加します（図

８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（３）労働時間 

労働時間は、本システム導入により作期が延長するため、長くなります（図９）。労働

時間の内訳では、いずれも収穫・調製作業が 50％を占めています。また、施設アスパラ

ガスにおいて本システムを導入した栽培と慣行栽培を組合せることで、春の収穫期に差が

生じるため作業の平準化も図られると考えられます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 施設アスパラガス栽培において土中蓄熱暖房システム

を導入した場合の労働時間(/10a) 

図８ 施設アスパラガス栽培において土中蓄熱暖房システム

を導入した場合の農業所得の推移 



こんな経営、こんな地域におすすめ： 
本システムは、モミガラが入手しやすい地域において、高収益なアスパラガス栽培を実

現したい新規生産者等にお勧めです。本システムは、寒地のアスパラガス栽培において作

期を拡大すること、すなわち春は萌芽に必要な温度を確保するとともに、秋から冬にかけ

て気温の低下が激しい時期には光合成と養分転流期間を確保することができます。また、

モニタリングに基づく栽培管理ソフトウェアにより新規生産者が安心してアスパラガス栽

培に取り組むことができます。 

これらのメリットを考慮すると本実証研究の成果は、作業の平準化が必要な大規模栽培

おいても、集約的に取り組む小規模栽培においても、活用できる技術であると考えます。 

 

技術導入にあたっての留意点： 
本開発技術は、革新的な技術である土中蓄熱暖房を活用したシステムとこれに適した栽

培管理システムを組みわせています。本技術の導入にあたっては、以下の事項にご留意く

ださい。 

なお、美唄市の内山農園に設置しました実証圃場は、技術伝承の場として活用を図ると

ともに、開発技術の検証も実施して参ります。また、実証研究の成果をもとに「寒地にお

ける革新的技術を実装した高収益施設アスパラガス経営のマニュアル」Ver.1 を作成して

おりますので、ご活用ください（平成 28 年 5 月 酪農学園大学 web サイトアドレス 

http://www.rakuno.ac.jp/advertise.html）。 

（１）モミガラボイラーによる土中蓄熱暖房システム 

 土中蓄熱の配管とヘッターの溶着作業の実施前には、テスト溶着を行って溶着具合

等を確認して下さい。 

 放熱パイプを敷設する掘削底は、パイプに段差がないように掘削して下さい。 

 放熱パイプの敷設は、パイプの巻癖（より）を戻して配置して下さい。 

（２）栽培管理システム 

 栽培管理システムだけに頼ることなく、農作物の成長段階の確認、病害虫の発生

や機材盗難の発見ができるよう、圃場の見回りを実施してください。 

 緊急（異常事態）時には、手動にて側窓開閉や温水循環停止など適時対応してく

ださい。 

（３）基本栽培 

 定植前にできる限りの客土や暗渠などの土壌の改良と排水対策を実施してくださ

い。 
 

担当機関名：酪農学園大学、株式会社ソラール、株式会社 CSソリューション、内山農園、

美唄市農業協同組合 

お問い合わせは：酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類 農場生態学研究室 

電話011－388－4793  E-mail tsonoda＠rakuno.ac.jp 

執筆分担（酪農学園大学農食環境学群循環農学類 園田高広、株式会社ソラール  

黒田邦臣、株式会社ＣＳソリューション 澁谷良治・庄内道博・武田一真、内山農園 内山裕

史、美唄市農業協同組合 原田光晴・坂内文仁・北藤吉浩・山本峻也・北藤雪子） 

http://www.rakuno.ac.jp/advertise.html

